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シートの取り付け
シートクッションをベースに取り付ける際は、六角ナットとウ
イングナットを均等に締め、シートクランプブラケットの両サ
イドが平行になるように調整して下さい。また、シートクッショ
ンはウイングナットを締めれば回転を止めることができます
が、体の動きにシートを追従させたい場合には、ウイングナッ
トをややゆるめてお使いください (図 .2)。

バックレストの調整（前方／後方移動）
バックレストを近づけるには、シート下の調整ノブを時計回り
に回し、遠ざけるには、時計と逆回りに回転させます (図 .5)。

バックレスト
D-2000BR は、前方／後方および上下にポジションを変えるこ
とのできるバックレストを装備。ドラミングの快適さと安定性
を向上させる機能です。

バックレストの取り付け
六角ヘッドボルトにスプリングワッシャー、平ワッシャーの順
に通し、ブラケットとベース部分を付属の六角レンチで、しっ
かりと固定して下さい (図 .3)。

バックレストの付け替え／シート形状の選択
2ウエイ（デュアルゾーン）クッション・シートはテイパーのつ
いた部分と通常の形状の 2通りが選べるよう設計されていま
すので、シートの形状を選ぶと同時にバックレストを移動する
ことができます。
その際は、4本の六角ヘッドボルトを付属の六角レンチではず
し、バックレストを移動したら、再び六角ヘッドボルトで固定
します (図 .4A, 4B)。

バックレストの調整（上下移動）
バックレストを上下に動かす場合には、バックレスト裏の調整
ノブを回転させます。好みの位置が決まったら調整ノブをしっ
かりと締めておきます (図 .6)。
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注意
バックレストは演奏中に背中をサポートするために設計され
ており、リクライニング用ではありません。極端にバックレ
ストにもたれかかると、身体を傷めたりバックレストそのも
のやシートが損傷する恐れがあります。また、バックレス
トをお使いの際は、4本のレッグのうちの 1本がバックレス
トの真下にくるようにセッティングしてください。こうするこ
とにより、安定性が高まり、イス本体の滑りを最小限に抑
えることができます。

バックレスト付のシートは必ず 4本足の脚部を使用して下さ
い。3本足の脚部では転倒する恐れがあります。

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。

注意
シートに座ったままでバックレストの調整を行なうと、身体
をねじったりすることとなり、危険です。座る前に何度も
微調整を行ない、ポジションを決めてからお使いください。

この度は、D-2000 / BR-2000A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。
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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)

Seat Attachment
When attaching the seat cushion to the base, make sure 
that the two halves of the Seat Clamp Bracket are parallel 
by adjusting the Hex Nut and Wing Nut accordingly. Tighten 
the Wing Nut securely to keep the seat cushion from 
turning. If you prefer the seat cushion to follow your body as 
your play, loosen the Wing Nut slightly. (Fig.2) 

Front/Back Back Rest Adjustment
To move the Back Rest toward you, turn the adjustment 
knob clockwise; likewise, to move the Back Rest away from 
you, turn the adjustment knob counterclockwise (Fig.5).

Back Rest
The D-2000BR features an adjustable Back Rest with 
adjustments for front/back and up/down positioning for 
optimum support and comfort.

Back Rest Attachment
Assemble the Allen head bolts and washers in the sequence 
shown and attach the Back Rest to the Bracket under the 
seat cushion. Tighten the bolts securely.  (Fig.3)

Back Rest Replacement
The Dual-Zone cushion allows sitting on either the tapered 
or straight ends of the seat. Attach the Back Rest to the 
appropriate side of the seat using the four Allen head bolts 
and the provided Allen wrench as shown in (Fig. 4A and 4B). 
Tighten the bolts securely. 

Up/Down Back Rest Adjustment
Loosen the Adjustment Knob and slide the Back Rest up or 
down to the desired position and tighten the Adjustment 
Knob as shown in (Fig.6).
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CAUTION:
The Back Rest is designed to support your back while 
playing and is not intended to be used as a recliner. 
Leaning back too far on the Back Rest can cause bodily 
injury and/or damage to the Back Rest and Throne.

When using the Back Rest, align one of the legs under 
the Back Rest for optimum stability and to reduce the 
chance of tipping backward from leaning back too far.  

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.

CAUTION:
Adjusting the Front/Back and/or Up/Down settings of the 
Back Rest while seated may require twisting and 
reaching that can cause injury to your body. To prevent 
injury, perform these adjustments before sitting and 
repeat as necessary until the best comfort/support is 
achieved.

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).  

Congratulations on your purchase! 
To get optimum performance from your Drum Throne, 

please read this Instruction Manual before playing.
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クイックリリース高さ調整クランプ
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。


