
図4

図1

Fig.4

Fig.1

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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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. 
Test the stability of the stand before using. 

http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.
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PEARL HI-HAT STAND

H-150S
この度は、H-150Sハイハット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。

取扱説明書

PEARL HI-HAT STAND

H-150S
Congratulations on your purchase! 

To get optimum performance of your H-150S Hi-Hat Stand, 
please read this Instruction Manual before playing.

Instruction Manual

上部三つ又をカラーまでしっかり下げますと図２のように床面とスタ
ンドとの間に隙間が生まれます。 図３のように上部三つ又とカラーに
隙間があると、スタンドが床面と接します。このまま使用しますと、ス
タンドが不安定になり倒れる可能性がありますので、このような状態
では使用しないでください。

注意
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フットボード＆脚部のセッティング
フットボード下のラジャスロッドを握り、ラジャスロッドの先端
を左右ともメインポストのラジャスロッド接続部に差し込みま
す。 次にウイングボルトをゆるめ三本のレッグを開きます。上
部三つ又をカラーに当たるまでしっかりと下げ、ウイングボルト
を締めて固定します。 ストップロックのキーボルトをゆるめ上
部三つ又までずらし、キーボルトをしっかりと締めて固定します 
(図1)。

スィーベリングレッグ
脚部はセッティングに応じて自由に回転することができます。
上部三つ又のウイングボルトと下部三つ又のキーボルトをゆる
めてお好みの位置に調整しましたら、しっかりとウイングボル
ト、およびキーボルトを締めて固定してください (図4)。
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注意
演奏の前に必ず脚部の安定を確かめてください。

上部の組立
脚部ダイカストジョイント内にあるコネクターに上部プルロッ
ドをねじ込んで接続します。 次に上部パイプをダイカストジョ
イントに差し込み、高さを決めたらウイングボルトを締めて固
定します。ボトムシンバルを上部プルロッドに差し込み、ハイ
ハットカップにのせます。 トップシンバルはハイハットクラッチ
の2枚のフェルトワッシャーの間にはさみ、裏からボトムナット
を締めて固定します。 組み込んだトップシンバルを上部プル
ロッドに上から差し込み、ペダルを踏みます。 上下のシンバル
に適当な隙間が出来る位置で、ハイハットクラッチのウイング
ボルトを締めてトップシンバルを固定します(図5)。
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ノブ

ハイハットカップの角度調整
ノブを回してカップを傾けることで、
シンバル間の空気のこもりを解消し
ます (図6)。

スプリングテンションの調整
スプリングのテンションはダイヤルを
回すことで調整できます (図7)。

チェーン、カムローラー、フットボードヒンジなどの可動部
分には時おり注油(グリス等)して下さい。　  
ベアリングへの注油に、粘性の低い潤滑油のご使用はお
控えください。

強く弱く
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When the Upper Trident is properly lowered until it touches the 
Collar as shown in Fig.2, there is a gap between the stand and the 
floor. When it is not lowered properly the stand would touch the 
floor as shown in Fig.3, and the stand would be unstable. Do not 
use the stand with this setting.

Tip

Footboard Attachment
Squeeze the Radius Rods together and insert the ends into 
the Holes in the Support Casting as shown. Loosen the 
Wing Bolt and spread the legs. Make sure that the Upper 
Trident is lowered until it touches the Collar and tighten the 
Wing Bolt to secure. Loosen the Key Bolt on the Stop Lock 
and lower it against the Upper Trident. Tighten the Key Bolt 
to secure (Fig.1).

Swivel Leg Adjustment
The legs can be swiveled to the desired position. To do so, 
loosen the Wing Bolt on the Upper Trident and the Key Bolt 
on the Lower Trident, and adjust the position of the legs.
When set, make sure the tripod is stable and tighten both 
the Wing Bolt and the Key Bolt (Fig.4).
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Tip
Test the stability of the hi-hat before playing. Readjust the legs as 
necessary to achieve a stable tripod before proceeding.

Upper Section Assembly
Thread the Upper Pull Rod into the Connector inside the　
Die Cast Joint and tighten securely.　Insert the Upper 
Tube into the Die Cast Joint and set the height to your 
preference then tighten the Wing Bolt. Thread the Lower 
Hi-Hat Cymbal through the Upper Pull Rod and place it on 
the Hi-Hat Cup. Assemble the Top Hi-Hat Cymbal and the 
Hi-Hat Clutch as shown. Mount the Clutch with the Top 
Hi-Hat Cymbal attached to the Upper Pull Rod. Adjust the 
distance between the top and bottom cymbals to your 
preference then secure the Clutch by tightening the Wing 
Bolt (Fig.5).
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Knob

Hi-Hat Cup Tilt Adjustment
Turn the Knurled Knob to tilt the 
bottom cymbal to help prevent "air 
lock" between the cymbals (Fig.6).

Spring Tension Adjustment
The spring tension can be adjusted quickly and precisely 
by turning the Spring Tension Adjustment Dial (Fig.7).
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