
デュオビートビーター 
スタンダードなフェルト (A)とハードなプラスチック (B) の 2
つの面をもつビーターです。お好みに合わせて使い分けて
ください ( 図 1)。
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この度は、P-930 ドラムペダルをお買い上げいただき誠にありがとうございます。

製品の機能を十分に発揮してお使いいただくために、この取扱説明書をぜひご覧下さい。
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Congratulations on your purchase! 
To get optimum performance from your P-930 Drum Pedal,

please read this Instruction Manual before playing.
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ビーターのセッティング
デュオビートビーターをビーターホルダーリンクに差し込み
ます。デュオビートビーターの長さを調整して好みのポジショ
ンが決まりましたらキーボルトを付属のチューニングキーで
締めて固定してください ( 図 2)。

インターチェンジャブルカム
P-930 は一台のペダルで異なるアクションが味わえるイン
ターチェンジャブルカム機構を搭載しています。工場出荷時
は、踏みはじめは軽く踏み込んだ時にスピードが得られる偏
心タイプのオレンジカムが付いており、これを外すことでパ
ワーがあり素直でくせのない真円（パール標準サイズ）タイ
プのカムになります。

オレンジカムの脱着
チェーンのすきまからオレンジカムの中心部のネジに付属の
六角レンチを差し込み、反時計方向に回しネジをゆるめま
す ( 図 6-A)。
ネジがゆるみましたらまっすぐオレンジカムを抜き取って、
チェーンにそってずらして取り外してください ( 図 6-B)。
オレンジカムを戻す際は逆の手順で取り付けてください。
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ビーターアングルの調整
ビーターアングルカムのキーボルトを付属のチューニング
キーでゆるめると、スプリングのテンションを変えることなく
デュオビートビーターのアングルを無段階に調整することが
できます。お好みのアングルが決まりましたら、キーボルト
を締めて固定してください ( 図 3)。

スプリング・テンションの調整
P-930 にはスプリングテンションを簡単かつ確実にロックで
きるクリックロック機構を搭載しております。スプリングテン
ションを強くしたい場合には、まずレバーを上げてロックを
解除します。アッパーナットをゆるめて、ゆるめた分下方向
に押し下げてください。その位置を保ったままロワーナット
を締めつけます。弱くしたい場合にはロワーナットをゆるめ
ます。好みのテンションが決まりましたらアッパーナットとロ
ワーナットをしっかりと締めてください。このシステムは調整
後のゆるみを防ぐダブルナット方式ですので、両方のナット
をしっかりとしめてください。最後にレバーをロワーナットの
溝にカチッとはまるまでしっかりと下げてください ( 図 4)。
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フープクランプ
バスドラムのフープをフープクランプではさみ、ウイングボル
トを締めて固定してください ( 図 5)。 バスドラムから外す際は、
ウイングボルトを十分にゆるめてから外してください。
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Interchangeable Cam System
The P-930 Drum Pedal is equipped with Pearl's Patented 
Interchangeable Cam system which allows you to change 
the feel and action of the pedal. It comes from the factory 
with the Orange Cam installed, which is an "Off-Centered" 
cam design with light feel in the beginning that acceler-
ates with power and speed at impact. Removing the 
Orange Cam reveals Pearl's "Perfect Circle" Cam that's 
known for its power and natural, balanced action.
To remove the Orange Cam, insert the provided Hex 
Wrench into the center of the Orange Cam between the 
gap of the Chain and loosen the Screw (Fig.6-A). Pull the 
Orange Cam straight up and away from the Chain 
(Fig.6-B). Reverse the steps to reattach the Orange Cam.
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注意
チェーンやボルト、ナット、フットボードの可動部などには、時おり
注油 ( グリス等 ) して下さい。

注意
バスドラムを移動する際は、必ずドラムペダルを外してください。
バスドラム、ペダルを破損する可能性があります。

ヒント
オレンジカムは上下どちらの向きでも取り付けられるデザインに
なっています。

DuoBeat Beater (2-Surface Beater) 
The DuoBeat Beater features a Felt Surface (A) for a full, 
warm sound and a Plastic Surface (B) for a sharper, 
punchier sound. Use the side that best suits your playing 
style (Fig.1).

Beater Setting
Insert the shaft of the DuoBeat Beater into the Beater 
Holder Link and tighten the Key Bolt with the provided 
Tuning Key to secure the Beater at the desired height. 
Experiment with different Beater heights to find the best 
combination of power and speed (Fig.2).

Beater Angle Adjustment
Depending on your preference, the Beater can be 
positioned closer or farther away from the Bass Drum Head.
This is accomplished by loosening the Key Bolt on the 
Beater Angle Cam and swinging the Beater to the desired
angle. Re-tighten the Key Bolt to secure the angle (Fig.3).

Hoop Clamp Wing Bolt
Place the Pedal on the Bass Drum Hoop and square the
Pedal to the floor. Tighten the Wing Bolt to clamp the
Pedal firmly in place (Fig.5).

NOTE
Make sure to remove the Pedal when moving the Bass Drum 
to prevent damage to the Bass Drum and the Pedal.

TIP
The Orange Cam can be attached with either end up.

NOTE
Periodically apply lube to parts such as the Chain, Bolts  and 
Nuts, Footboard Hinge and Bearings.

Spring Tension Adjustment
The P-930 Drum Pedal features Peari’s patented Click 
Lock spring tension retention system. To increase the 
spring tension, disable the Click Lock by lifting the lever 
upward, loosen the Upper Nut and press downwards. 
Keep the position of the Upper Nut and tighten the Lower 
Nut until the desired tension is achieved (Fig.4). To 
decrease spring tension, disable the Click Lock by lifting 
the lever upward, loosen the Upper Nut and loosen the 
Lower Nut until the desired tension is achieved. When the 
desired spring tension is achieved, tighten the Upper Nut 
to keep the spring tension from loosening then press the 
Click Lock lever down to engage the grooves around the 
Lower Nut until you feel the lever "Click" (Fig.4-A). Before 
playing, make sure that both Upper and Lower Nuts are 
tight and the Click Lock lever is in a vertical position with 
both sides of the lever engaged in the grooves around the 
Lower Nut.
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パワーシフター
P-930 はフットボードの位置を前後にずらすことで異なるア
クションに変えられるパワーシフター機能を搭載しています。
工場出荷時は (A) の位置にフットボードは組まれています
( 図 7-A)。(B) の位置に変えるには、まずベースプレート下
の皿ビスを付属の六角レンチで外してください。フットボー
ドを (B) の位置にずらし ( 図 7-B)、皿ビスをしっかりと付属
の六角レンチで締めて固定してください。
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PowerShifter
The P-930 Drum Pedal is equipped with Pearl's patented 
PowerShifter Function that changes the leverage of the 
Footboard and thus the feel of your pedal. By default, it's 
set to the (A) position (Fig.7-A). To change to the (B) 
position, remove the two Flat Head Screws under the 
Base Plate using the provided Hex Wrench. Move the 
Footboard toward the front of the pedal and insert the 
guides under the Heel into the appropriate holes in the 
Base Plate. Make sure the Heel is flush with the Base 
Plate and reattach the Flat Head Screws (Fig.7-B). Tighten 
the Screws securely with the provided Hex Wrench.
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