
D-1000SP Height Adjustment
Loosen the Wing Nut on the 
Height Adjustment Clamp and lift 
the Post. Loosen the Key Bolt on 
the Stop Lock, slide it to the 
desired location and re-tighten 
the Key Bolt. Lower the Post until 
the Stop Lock contacts the Clamp 
and resecure the Wing Nut. 
(Fig. 2)

D-1000SP Spring Tension Adjustment
The D-1000SP features a Shock Absorber Post with 
adjustable spring tension. To adjust the spring tension, 
remove the Post and tighten or loosen the Spring Tenson 
Adjuster with the provided Allen wrench as shown in (Fig. 3).

Note: Do not loosen the Spring Tension Adjuster past the 
end of the Post as shown in (Fig. 3-A). Do not overtighten 
the Spring Tension Adjuster.

Instruction Manual
Congratulations on your purchase! 

To get optimum performance from your Drum Throne, 
please read this Instruction Manual before playing.
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CAUTION:
The Drum Throne is intended for seating while playing 
drums. It is not designed as a ladder, footstool, or any 
other application other than its intended use. 
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. 

D-1000SP の高さ調整
高さ調整クランプのウイングナッ
トをゆるめ、ポストを引き上げま
す。ストップロックのキーボルトを
ゆるめ、好みの位置までスライド
させ、キーボルトを再び締めます。
ストップロックがクランプに重な
るまでポストを下げ、ウイングナッ
トで固定します（図 .2）。

D-1000SP のスプリングテンション調整
D-1000SP は、ショックアブソーバーポストが特徴で、スプリン
グのテンション調整が可能です。スプリングのテンションを調
整するには、ポストをはずし、付属の六角レンチでスプリングテ
ンションアジャスターを締めます（ゆるめます）（図 .3）。

注意
スプリングテンションアジャスターはポストの先端から飛び出
さないようご注意下さい（図 .3A）。また、締め過ぎにもご注意
ください。
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注意
ドラムスローンはドラムを演奏する際のイスとして設計され
ています。脚立や足を乗せる台などの用途にはお使いにな
れません。

脚部をたたむ際に、レッグとスタンド本体の間に指をはさま
ないようご注意ください。

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。

ストップ
ロック

キーボルト

ポスト

ウイングナット

クイックリリース
高さ調整クランプ

この度は、D-1000 / D-1000C / D-1000S / D-1000SP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ください。

取扱説明書

図3 図3A

図2 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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Quick Release Height Adjustment Clamp
1. Loosen the Wing Nut and open the Clamp.  Lift the 

Threaded Post and spin the Lock Nut to the approximate 
desired height. 

2. Close the clamp and latch the Wing Nut but only tighten it 
slightly.   

3. Spin the Threaded Post until the desired height is 
achieved.

4. Tighten the Wing Nut securely then securely tighten the 
Lock Nut against the Clamp.  

 (Fig.1)
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CAUTION:
For correct operation, the threads on the Threaded Post 
and Clamp must be engaged properly. If they are not, 
turn the Threaded Post slightly until the threads match.   
When opening the Clamp, hold the Threaded Post with 
your free hand to keep it from dropping and pinching your 
fingers. 
For stability, keep AT LEAST 5mm of the Threaded Post 
below the clamp (please see the diagram).  
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D-1000,1000C,1000S の高さ調整クランプ
1.ウイングナットをゆるめてクランプを開き、センターポストを
好みの高さにスライドさせます (必要に応じてロックナット
を回転させ移動してください )。
2.クランプを閉じ、ウイングナットを軽く締めます。
3.必要があれば、ポストを回転させ微調整してください。
4.ウイングナットをしっかりと締め、ロックナットをクランプに
締めつけます (図 .1)。

注意
・クランプのネジが噛み合わない場合は、センターポストを少
し回転させて下さい。
・クランプを開いた際、センターポストがすべり落ちないよう
ご注意下さい。(ケガの恐れがあります。)
・センターポストを引き上げすぎると、ポストがクランプから抜
け、破損する恐れがあります。高くセッティングする場合は、
ポスト先端が 5mm以上クランプ内部に入る位置でお使いく
ださい。


