
この度は、CLH-930 クローズドハイハットホルダー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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Instruction Manual

アダプター /パイプクランプへの取り付け
パイプのストップロックのキーボルトをチューニングキーでゆ
るめます。CLH-930クローズドハイハットホルダーのパイプ径
は 22.2mm です。 この径に対応したアダプター / パイプクラ
ンプにパイプを差し込んでください。 お好みの高さに調整し
ましたらアダプター / パイプクランプに固定してください。 ス
トップロックをアダプター /パイプクランプまでずらして、キー
ボルトをチューニングキーでしっかりと締めて固定します。

ブームアームはパイプの中に収納されています。 ブームギア
のウイングナットをゆるめ、ブームアームの長さと角度を調整
しウイングナットをしっかりと締めてください。 ブームアーム
には回転、ズレ防止のためのストップロックが付いておりま
す。ブームアームの長さ、角度が決まりましたら、ストップロッ
クのキーボルトをゆるめてストップロックのつめをブームギ
アにあるみぞにはめ込み、キーボルトをしっかりと締めて固
定してください。

ティルターはウイングボルトをゆるめることで角度が調整で
きます。 角度が決まりましたらウイングボルトをしっかりと締
めて固定してください。

シンバルの取り付け
リバーシブルナットをゆるめて、シンバルポストからリバーシブ
ルナット、フェルト、スプリング付きプラスチックスリーブを抜き
取ります。 さらにナットもゆるめ、フェルトと共に抜き取ります
( 図 1)。

ボトムシンバルをシンバルポストに通し、図のようにシンバ
ルカップ上のフェルトに乗せます。 先に取ったフェルトをシン
バルポストに通しナットを締めて固定します ( 図 2)。

シンバルポストにスプリング付きプラスチックスリーブ、フェ
ルト、トップシンバルの順で通します。 トップシンバルを下方
向に押さえながらもう一つのフェルトをシンバルポストに通
し、リバーシブルナットを締めこんで固定します。 リバーシブ
ルナットを回してお好みの締め具合を調整してください。 シ
ンバルカップのノブは回すことでカップを傾けることができ
ます。 これにより トップ / ボトムシンバルの空気のこもりを解
消できます ( 図 3)。
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Congratulations on your purchase!
To get optimum performance of your CLH-930 Closed Hi-Hat Holder,

please read this Instruction Manual before playing.

ヒント
スプリングが外れた場合はプラスチックスリーブ下部のポストにしっ
かりと差し込んでください。

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
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。 

Test the stability of the Holder before using. If 
necessary, readjust the length of the boom and / or 
the direction of the boom until the Holder is 
sufficiently stable.
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CAUTION
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Attaching the CLH-930 to Adaptor/Pipe Clamps
Loosen the Key Bolt on the Stop Lock on the Pipe with a 
Tuning Key to allow the Stop Lock to slide but don't 
remove it. Insert the Pipe into an Adaptor or Pipe Clamp 
that accommodates 22.2 mm (7/8") diameter pipes. Adjust 
the height and tighten the Adaptor / Pipe Clamp. Slide the 
Stop Lock against the Adaptor / Pipe Clamp and tighten 
the Key Bolt with a Tuning Key. The Boom Arm is housed 
inside the Pipe. Loosen the Wing Nut on the Boom Gear 
and adjust the length and angle of the Boom Arm. Tighten 
the Wing Nut to secure the position. The Boom Arm is 
equipped with a Stop Lock that prevents the Boom Arm 
from slipping or rotating. Loosen the Key Bolt on the Stop 
Lock and position the tab on the Stop Lock into the slot in 
the Boom Gear. Tighten the Key Bolt to secure. Loosen 
the Wing Bolt on the Tilter to change the tilt of the Cym-
bals. Retighten the Wing Bolt to secure the setting.

Attaching the Hi-Hat Cymbals
Remove the Reversible Nut, Felts, Plastic Sleeve with 
Spring, Nut, and Felt in the order shown (Fig. 1).

Fig. 1

Note
If the Spring comes off from the Plastic Sleeve, reattach it 
securely to the post at the bottom of the Plastic Sleeve 
before proceeding.
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Place the Bottom Cymbal on the lower Felt as shown. 
Thread the upper Felt and Nut on the Cymbal Post and 
tighten the Nut to secure (Fig.2).

Place the Plastic Sleeve with Spring over the Cymbal Post 
followed by the lower Felt and the Top Cymbal as shown. 
Press the Top Cymbal downward and attach the upper 
Felt and Reversible Nut as shown. Adjust the tightness of 
the Reversible Nut to control the amount of tightness or 
looseness of the Cymbals (Fig.3).
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