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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-932 / P-932L / P-931 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。

P-932/P-932L/931
PEARL DRUM PEDAL

取扱説明書

Congratulations on your purchase! 
To get optimum performance from your P-932 / P-932L / P-931 Drum Pedal,

please read this Instruction Manual before playing.
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ビーターのセッティング
片方の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。もう一方のデュオビート
ビーターも先に取り付けたデュオビートビーターに長さを合
わせて、同じ手順で取り付けてください ( 図 2)。

インターチェンジャブルカム
P-932 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。

P-930 のサブぺダルへの組み替え方
まず、お手持ちの P-932 からデュオビートビーターを外しま
す。 ビーターホルダーリンクのキーボルトを付属のキーボル
トでゆるめ、デュオビートビーターを抜き取り、キーボルトも
外してください。 次にスプリングアセンブリーを外します。レ
バーを上げてクリックロックを解除し (A) 、ロワーナットをゆ
るめてボルトから外します (B) 。 カムローラーからフックを外
し (C)、ポストからスプリングアセンブリーを抜き取ってくださ
い (D) 。 最後にレバーをゆっくりと開きポストから取り外しま
す (E) 。 その際レバーを開き過ぎて変形させないようご注意
ください。 ドライブシャフトの接続方法に関しましては前述の
説明をご確認ください ( 図 5～7)。

オプション ( 別売り )
・PS-85 ペダルスタビライザー

サブペダルの安定度を高めるために、フープクランプ部に
取り付けて使用してください。

オレンジカムを外すには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 (2.5mm) を差し込み、
反時計方向に回しネジをゆるめます ( 図 11-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 11-B)。
オレンジカムを取り付ける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。 二つのビーターの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)。

Fig. 3
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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).

スプリング・テンションの調整
P-932 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 7)。

アンカーボルト
サブペダルには床面とのズレを
防ぐためのアンカーボルトが付
いています。
必要に応じてアンカーボルトを
時計方向に回して剣先を出して
ください ( 図 10)。

Anchor Bolt
The Slave Side Pedal is 
equipped with Anchor 
Bolts with spikes for slip 
resitance. Turn the 
Bolts clockwise to 
expose the spikes 
(Fig.10). 

アッパーナット

スプリング

ロワーナット

レバー

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 8）。 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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ヒント
P-930 から取り外したキーボルト、レバー、スプリングアセンブリー
は、再びシングルペダルとして使用される際に必要となりますので、
大切に保管してください。

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ます。

注意
ドライブシャフトが接続パイプから抜けてしまった際は図6-Bのように
それぞれの接続マークに合わせて接続してください。

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 
Drum 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).

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.8).

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

NOTE
If the Drive Shafts are extended too far, they will separate 
from the Center Connecting Tube. Reassemble them with the 
dots aligned as shown in Fig.6-B.

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

Spring Tension Adjustment
The P-932 Drum Pedal features Pearl’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.7). 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.7-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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ドライヴシャフトの接続
メインペダルの左側とサブペダルの右側にある接続部（突起
部）(B) に、ドライヴシャフトのジョイント部 (A) を接続します。
その際、サブペダルは突起部の平らな面が上にくるようにフッ
トボードの角度を設定します。 最後に付属のドラムキーで①、
② の順番でしっかりと締めてください。 逆の順番ですとドライ
ブシャフトが正しく固定されないことがあります。（図 4、5）。

ドライヴシャフトの長さを調整するには、まず接続パイプの
キーボルト ( ドライブシャフト接続用 ) を付属のチューニング
キーでゆるめます。 左右のペダルの距離を調整しましたら、
キーボルトを付属のチューニングキーでしっかりと締めてく
ださい（図 6-A）。
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キーボルト

キーボルト

メインペダル

サブペダル

ドライヴシャフト接続パイプ

キーボルト

Connecting the Drive Shaft Assembly
Connect the ends of the Drive Shaft (A) to the short 
extensions (B) on the Main and Slave Side Pedals. You may 
need to rotate the Cam on the Slave Side Pedal to bring the 
footboard of the Slave Side (left) Pedal to the proper playing 
height (angle) before attaching the Drive Shaft Joints (A) to 
both pedals. Tighten Key Bolt ① with the provided Drum 
Key and then Key Bolt ② (Figs.4, 5).

To adjust the length of the Drive Shaft, loosen the Key 
Bolts on the Center Connecting Tube of the Drive Shaft 
Assembly with the provided Drum Key and adjust the 
distance between the Main Pedal and the Slave Side 
Pedal to your liking. Make sure to re-tighten the Key Bolts 
after making the adjustment (Fig.6-A).
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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。

注意

The Spikes on the Anchror Bolts are sharp. Be careful not to 
hurt yourself or others when using them. Use them only on 
thick carpeted surface to prevent damage to the flooring 
underneath.

CAUTION

P931 に付属されているビーターは 1 本のみです。 お手持ちの
P-930 のデュオビートビーターと組み合わせてお使いください。

ヒント

*******************************************

*******************************************
P-931 は下記のパーツが含まれております。
1. メインペダル部
2. デュオビートビーター
3. ドライヴシャフトアセンブリー

P-931 と、お手持ちの P-930 シングルペ
ダルをサブペダルに組 み 替えることで、
ツインペダルとしてご使用いただけます。

カムローラー

フック (C)

ロワーナット (B)
レバー (A)

キーボルト

スプリングアセンブリー

ビーターホルダーリンク

デュオビートビーター

ツインペダル本体 デュオビートビーター

ドライブシャフトアセンブリー

レバー
(E)

(D)

Converting Your P-930 Single Pedal to the 
Slave Pedal
Loosen the Key Bolt on the Beater Holder Link with the 
provided Drum Key and remove the DuoBeat Beater and 
the Key Bolt. Disengage the Click-Lock (A) and remove 
the Lower Nut from the Bolt (B). Take the Hook off from 
the Cam Roller (C) and remove the Spring Assembly from 
the Post (D). Gently spread the Click-Lock apart and 
remove it from the Post (E). 
Please refer to (Figs.4-6) to attach the Drive Shaft.

*******************************************

*******************************************
The P-931 includes the following components: 
 ・ Main Pedal
 ・ DuoBeat Beater
 ・ Drive Shaft Assembly

The P-931 Add-on Pedal Converts 
Your P-930 Single Pedal into a 
Double Pedal.

Cam Rollert (C)

Hook

Lower Nut (B)

Click-Lock (A)

Key Bolt

Spring Assembly

Beater Holder Link

DuoBeat BeaterMain Pedal DuoBeat Beater

Drive Shaft Assembly

Click-Lock
 (E)

Fig. 11-A Fig. 11-B

Interchangeable Cam System
The P-932 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 
renown for its power and natural, balanced action.
To remove the Orange Cam, insert the provided Hex 
Wrench (2.5mm) into the center of the Orange Cam 
between the gap of the Chain and loosen the Screw 
(Fig.11-A). Pull the Orange Cam straight up and away 
from the Chain (Fig.11-B). Reverse the steps to reattach 
the Orange Cam.

Orange Cam

Chain

Hexagonal Wrench (2.5mm)

Screw

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

TIP
The P-931 includes only one DuoBeat Beater.

TIP
Please retain the parts that were removed from the P-930 
(Key Bolt, Click-Lock, Spring Assembly) should you decide to 
restore it to a Single Pedal.

Fig. 9-A Fig. 9-B

Fig. 10

Footboard
Footboard

Base Plate

Flat Head 
Screw

Base Plate

Flat Head 
Screw

PowerShifter
The P-932 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.9-A). To change to the (B) 
position, remove the two Flat Head Screws under the 
Base Plate using the provided Hex Wrench (3mm). 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.9-B). Tighten 
the Screws securely with the provided Hex Wrench.

A
Light Feel

B
Heavy Feel

図9-A 図9-B

フットボード

ベースプレート

皿ビス

フットボード

ベースプレート

皿ビス

パワーシフター
P-932 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 9-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 (3mm) で外してください。フット
ボードを (B) の位置にずらし ( 図 9-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。

A
軽いアクション

B
踏みごたえのあるアクション

Optional Items (sold separately) 
 ・ Pedal Stabilizer (PS-85)

Bolt

ボルト


