
注意
ボルトの空締めはおやめください。破損の原因となります。

スタンドの調整を行なう時は必ず、片方の手でスタンドを支え、も
う片方の手でウイングナットやウイングボルトのゆるみ具合を確
認し、スタンド上部がすべり落ちて指をはさんだりしないよう、気を
つけてください。 

スタンドをたたむ時は三脚とスタンド本体の間に指をはさまない
ように注意して下さい。

スタンドのパイプの中に指を入れると、けがをする恐れがあります
ので、注意して下さい。

3本のレッグは、確実な安定感を得られるよう、十分に広げて下さ
い。  

よりスタンドが安定するよう、レッグ3本のうちの1本がブームアー
ムの方向になるようにセッティングして下さい。 

お使いになる前に、必ず安定感を確認してください。
十分に安定感があるかどうかをチェックするために、必要に応じて
ブームの長さ、ブームの方向、シンバルの重さなどを再調整してく
ださい。 
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脚部の組み立て
 (フラットベースからレギュラーベース )
脚部のウイングボルト、キーボルトを緩め、下部パイプを抜き
去ります（図 1）。

脚部を逆さにしたのち、ウイングボルト、キーボルトの位置も
変更します（図 2）。
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脚部を逆さにしたのち、ウイングボルト、キーボルトの位置も
変更します（図 5）。

次に、脚部が適度な高さになるよう 3 本のレッグを十分に開
き、下部パイプを上から差し込みます。最後に、脚部のベース
ジョイントからパイプがはみででいない事を確認した上で、
キーボルトとウイングボルトを締めて脚部を固定します（図
3）。

不慮の脱落を防ぐため下部パイプに手を添えてください。
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脚部の組み立て
 (レギュラーベースからフラットベース )
脚部のウイングボルト、キーボルトを緩め、下部パイプを抜き
去ります（図 4）。

次に、脚部のベースジョイントが床に触れない程度に 3 本の
レッグを十分に開き、下部パイプを上から差し込みます。最後
に、脚部のベースジョイントからパイプがはみででいない事を
確認した上で、キーボルトとウイングボルトを締めて脚部を固
定します（図 6）。

フラットベース
※梱包状態から組立てますと、フラットベース仕様になります。

レギュラーベース

ブ－ムア－ム

脚部

この度は、BC-100S シンバルブームスタンド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。

BC-100S
PEARL  CYMBAL BOOM STAND

注意

注意
不慮の脱落を防ぐため下部パイプに手を添えてください。
注意

フラットベース、レギュラーベースとも下部パイプを上から
差し込んだ際、下部パイプの先端が脚部のベースジョイント
からはみださないよう、十分注意してください (図 7,8)。

BC-100S
Instruction Manual

Congratulations on your purchase!
To get optimum performance of your Cymbal Boom Stand,

please read this Instruction Manual before playing.

PEARL  CYMBAL BOOM STAND / CYMBAL STAND

Caution
When making any adjustment, use one hand to 
support and make the adjustment while using your 
other hand to control the tension of the wing nut or 
wing bolt to prevent the stand from falling and pinching 
fingers that may be in the way. 
When folding the tripod legs, be careful not to pinch 
your fingers between the legs and the stand. 
When handling tubular hardware do not put your 
fingers into the tubes to prevent injury to your fingers. 
For optimal stability, orient one leg in the same 
direction as the boom. 
Do not tighten the bolts without the pipes inserted to 
prevent damage to the stand. 
Test the stability of the stand before using. If 
necessary, readjust the length of the boom, the 
direction of the boom, or weight of the load until the 
stand is sufficiently stable.

http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.
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BC-100S シンバルブームスタンドは、2タイプの
脚部で演奏することが可能です。
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Make sure that the bottom of the pipe and the bottom of the 
Trident Bracket are set flush, and that the Key Bolt is at the 
bottom, with both the Flat Base and the Tripod Base (Fig.7,8).
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Assemblying the Base
 (from Flat Base to Tripod Base)
Loosen the Wing Bolt and the Key bolt of the base, then, 
slide the legs off from the Base Pipe (Fig.1).
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Assemblying the Base
 (from Tripod Base to Flat Base)
Loosen the Wing Bolt and the Key bolt of the base, then, 
slide the legs off from the Base Pipe (Fig.4).

Turn the Base Assembly over from Flat Base to Tripod 
Base, and change the  Wing Bolt and the Key Bolt so that 
the Key Bolt is always at the bottom (Fig.2).

Turn the Base Assembly over from Tripod Base to Flat 
Base, and change the  Wing Bolt and the Key Bolt so that 
the Key Bolt is always at the bottom (Fig.5).

Spread the legs and insert the Base Pipe. Make sure that 
the bottom of the pipe and the Trident Bracket are set flush, 
and tighten the Key Bolt and the Wing Bolt (Fig.3).

Spread the legs and insert the Base Pipe. Make sure that 
the bottom of the pipe and the Trident Bracket are set flush, 
and tighten the Key Bolt and the Wing Bolt (Fig.6).

Flat Base
*The stand is pre-packed in a Flat Base

Tripod Base

Gear Tilter

Boom Arm

Base 
Assembly

The BC-100S Cymbal-Boom stand can be used 
in either a Tripod Base, or a Flat Base 

Caution
Support the Base Pipe with one hand to prevent the stand from 
falling.

Caution

Caution

Support the Base Pipe with one hand to prevent the stand from 
falling.
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