
この度は、C-100S 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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リバーシブルシンバルワッシャー
C-100S 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 9)。

注意
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
てティルターの方向、シンバルの重さなどを再調整してください。 
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注意
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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 2）。

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）。

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）。

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）。

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）。

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)。また、演奏前にはキー
ボルトがしっかりと締まっていることを確認してください。
シンバルスタンドが不安定になり、倒れる可能性があります。
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Assemblying the Base
 (from Flat Base to Tripod Base)
Loosen the Wing Bolt and the Key bolt using a tuning Key 
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 using a tuning Key 
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 Wing Bolt and the Key Bolt using a 
tuning Key (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 Wing Bolt and the Key Bolt using a 
tuning Key (Fig.6).
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The C-100S Cymbal stand can be used in 
either a Tripod Base, or a Flat Base. 
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Instruction Manual
Congratulations on your purchase!

To get optimum performance of your Cymbal Stand,
please read this Instruction Manual before playing.
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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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Caution

Reversible Cymbal Washer
The C-100S 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 Revers-
ible Cymbal Washers to find the sound you like best 
(Fig.9).
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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. 
Do not tighten the bolts without the pipes inserted to 
prevent damage to the stand. 

http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.
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CAUTION
Support the Base Pipe with one hand to prevent the stand 
from falling.

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