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How to Install and Remove Cymbals
Pinch the two Levers located on the sides of the Rapid Lock Fastener to remove it from 
the Clutch. Place the top cymbal between the two Felt Washers, and replace the Rapid 
Lock Fastener by pressing it onto the bottom of the clutch until a click sound is heard, 
and the Levers are fully extended locking it into place. Gently tug on the Rapid Lock 
Fastener to ensure correct installment. If necessary, rotate the Tension Adjustment Nut to 
set the tightness/looseness of the cymbal. Place the bottom cymbal on the cup of the 
Hi-Hat stand, and mount the Rapid Lock 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 it into place by tightening the Wing Nut 
(Wing Bolt for HCL-105QR). 
To remove the cymbal from the clutch, remove 
the Rapid Clutch from the stand and press the 
two Levers located on the sides of the Rapid 
Lock Fastener pulling it from the clutch to allow 
removal of the cymbal. 

Tension Adjustment Nut Setting 
To adjust, rotate the Tension Adjustment 
Nut until the desired tightness/looseness of 
the cymbal is achieved. The Tension 
Adjustment Nut Allen Screw is set at the 
factory to retain settings and allow for 
adjustment during use. To lock setting into 
place, use the supplied Hex Wrench and 
tighten the Allen Screw rotating it clockwise. 
(Fig.2). 
To return the Allen Screw to the factory 
setting, ensure the Allen Screw is tight, then 
using the Hex Wrench loosen it by a quarter 
turn counter-clockwise.

Drop Clutch Function
 (HCL-205DQR)
The Drop Clutch allows you to play the 
Hi-Hat Cymbals in closed setting without 
stepping on the footboard. Striking the 
Lever disengages the lock allowing the 
Top Hi-Hat Cymbal to fall into the closed 
Hi-Hat Cymbal position. Step on the 
footboard once again to re-engage the 
lock for regular Hi-Hat playing style 
(Fig-3). 
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CAUTION
Before use check that the Rapid Lock Fastener is installed correctly, Wing Nut / 
Wing Bolt is tight and the Tension Adjustment Nut is properly set and secured.  

PEARL RAPID LOCK HI-HAT CLUTCH
HCL-105QR / HCL-205QR / HCL-205DQR 

Congratulations on your purchase! 
To get optimum performance of your "Rapid Lock" Hi-Hat Clutch, 

please read this Instruction Manual before playing.

Instruction Manual

http://www.pearldrum.com
Products and specifications are subject to change without notice.
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Lever

CAUTION
Do not over tighten the Allen Screw on the 
Tension Adjustment Nut or damage to clutch 
threads may occur.

六角レンチ

アジャストナット
アレンスクリュー

A : ウイングナット
B : ウイングボルト
C : アジャストナット
D : フェルトワッシャー
E : ラピッドロックユニット
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シンバルの取り付け / 取り外し
ラピッドロックユニットの二つのボタンを押して本体から取り外します。二枚のフェルトワッシャーの

間にトップシンバルをはさみ、ラピッドロックユニットを差し込みます(図1)。この時ラピッドロックユ

ニットのボタンがカチッと鳴るまでしっかりと押し込まれていることをご確認ください。トップシンバ

ルのしめ具合を調整するにはアジャストナットを回してく

ださい。ボトムシンバルをハイハットスタンドのカップに

のせ、トップシンバルを組み込んだクラッチをプルロッド

に差し込みます。フットボードを踏み、上下シンバルに適

当な間隔ができる位置で、クラッチ本体のウイングナット

(HCL-105QRではウイングボルト)をしめて固定してくださ

い。シンバルを外すには、ラピッドロックユニットの二つの

ボタンを押して、本体から抜き取りシンバルを外してくだ

さい。

アジャストナットの調整
アジャストナットは工場出荷時に演奏中緩まない

程度の固さに調整されています。アジャストナッ

トを完全に固定したい場合は付属の六角レンチ

でアレンスクリューをしっかりとしめてください

(図2)。アレンスクリューのしめ具合を工場出荷の

状態に戻すには、アレンスクリューがきつくしまっ

た状態から90°緩めてください。

図2

注意
演奏前にラピッドロックユニットが正しく取り付けられていることをご確認ください。また、ウイ
ングナット/ウイングボルトがしっかりとしまっていることをご確認ください。

PEARL RAPID LOCK HI-HAT CLUTCH
HCL-105QR / HCL-205QR / HCL-205DQR 

この度は、ラピッドロック・ハイハットクラッチ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

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）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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注  意
アジャストナットのアレンスクリューのしめ過ぎ
は破損の原因となりますのでご注意ください。

ドロップクラッチ機構 (HCL-205DQR)
ドロップクラッチを使用することでフットボード

を踏まずともハイハットをクローズのセッティング

で演奏することができます。レバーをスティック

等で叩くことでロックが解除され、トップシンバル

が落ちクローズの状態になります。フットボードを

もう一回踏み込むことでレバーがロックされ、通

常の奏法に戻すことができます(図3)。
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