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この度は、B-1030 シンバルブームスタンド / C-1030 シンバル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。
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取扱説明書

パール楽器製造株式会社
〒276-0034 千葉県八千代市八千代台西10-2-1

電話：047-484-9111（代表）

〒276-0046 千葉県八千代市大和田新田593-1
電話：047-450-1090（テクニカルサポート）

http://www.pearlgakki.com
製品改良のため予告なくデザイン・仕様を変更する場合がありますので御了承下さい。
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Instruction Manual

ウイングロックをスタンドから外すには
左右のウイングをしっかりと開いて、まっ
すぐ引き上げてください ( 図 1)。

"ウイングロック" クイックリリースウイングナット
ウイングロックはシンバルの着脱をすばやく簡単に行えるシ
ステムです。

シンバルを取り付けるに
は、ウイングを開いたま
まシンバルワッシャーと
一緒にシンバルポスト
にかぶせます ( 図 2)。

締め具合を調整するに
は片方のウイングを起こ
して、ウイングロックを回
してください ( 図 3)。

調整が終わりましたらも
う一方のウイングを起こ
してウイングロックを固
定してください ( 図 4)。

リバーシブルシートカップ
シ－トカップはリバ－シブルタイプのため、シンバルの動き
が自由になるポジション ( 図 5-A) と、シンバルを固定してノ
イズが出ないようにするポジション ( 図 5-B) が選べます。

リバーシブルシンバルワッシャー
B-1030・C-1030 はフォームとフェルトの二層構造になったリ
バーシブルシンバルワッシャーを使用しています。 シンバル
に接する面をフォームにしますと、サステインのある明るくク
リアな音をもたらします。 フェルトの面を使用されますと暖か
みのある柔らかい音が得られます。 上下のリバーシブルシン
バルワッシャーを組み替えてお好みのサウンドをお探しくだ
さい ( 図 6)。
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Congratulations on your purchase!
To get optimum performance of your B-1030 Cymbal Boom Stand / C-1030 Cymbal Stand,

please read this Instruction Manual before playing.

上部
シンバルワッシャー

シンバルポスト

フロ－ティング
図5-A

ロック
図5-B

注意
・ウイングを起こす際に引っかかりを感じましたら無理に閉じずに、
ネジ山にそってゆっくり回してもう一度起こしてください。

・左右両方のウイングを起こした状態でウイングロックの調整を行う
とネジ山が痛み破損の原因となります。

・持ち運びの際はウイングロックの破損、脱落を防ぐために、ウイン
グロックをスタンドに固定してください。

注意
・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。 

When making height adjustments, use one hand 
to support the tube while using your other hand to 
control the tension of the wing nut/wing bolt to 
prevent the tube from slipping 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.
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.

脚部
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WingLoc
Pearl’s patented WingLoc's quick release design makes 
attaching and removing cymbals quick and easy. 

Reversible Seat Cup
The Seat Cup is reversible and can be set to Float, to 
allow cymbals to move freely, when set in the position 
shown in (Fig.5-A) or it can Lock, to prevents rattle in 
recording situations, when set in the position shown in 
(Fig.5-B).

Reversible Cymbal Washer
The B-1030/C-1030 stands are equipped with Reversible 
Cymbal Washers with a Felt side and Foam side.  With the 
Foam side against the cymbal, a bright, clear sound with 
long sustain is achieved. The Felt side gives a warmer and 
softer sound. Mix and match the top and bottom Reversible 
Cymbal Washers to find the sound you like best (Fig.6).

Float
Fig. 5-A

Lock
Fig. 5-B

To remove the WingLoc, pull the 
wings apart and lift the WingLoc 
straight up (Fig.1).

To  a t tach ,  keep  the  
wings open and place 
the WingLoc and the 
Upper Cymbal Washer 
over the Cymbal Post as 
shown (Fig.2).

To adjust, snap either 
one of the wings upward 
as shown in Fig.3 and 
rotate the WingLoc until 
the desired tightness / 
looseness of the cymbal 
is achieved. Snap the 
o t h e r  w i n g  u p w a r d  
( F i g . 4 )  t o  l o c k  t h e  
WingLoc in place.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Upper 
Cymbal Washer

Cymbal Post

NOTE
・Do not force the wings closed. If you feel resistance, rotate 

the WingLoc slightly to align the threads and try closing the 
wings again.
・Do not tighten the WingLoc when both wings are in the 

locked position to prevent wear to the threads.
・Keep WingLocs in the locked position when transporting to 

avoid breakage or loss.

http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.
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CAUTION


