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トライアングルナット

テレスコーピング・アーム

エアーサスペンション・ラバーチップ

16" (40cm)

Key Bolt

Air Suspension Rubber Tip

Index Marks

Align the end of the arm

Triangle Nut
Tighten the Triangle Nut to grip the drum. Do not overtighten.

Assembly
Assemble the S-2000 "Fit-All" Snare Stand as shown below.

Gyro-Lock Tilter
The S-2000 tilter is infinitely adjustable and allows the drum 
to be tilted fore/aft and left /right at the same time for 
precise placement.

Gyro-Lock Tilter

Leg 
Direction

Drum Tilting
Direction

Triangle Nut

Wing Bolt 
(for Tripod Adjustment)

Telescoping Arms
The S-2000's telescoping arms accommodate drums from 
10" to 16" in diameter. Index Marks are provided to  adjust 
the arms to the proper length quickly and easily. To fit a 14" 
diameter drum, for example, loosen the Key Bolts and align 
the end of each arm with the Index Mark labeled "14" as 
shown. Re-tighten the Key Bolts to retain this setting.

Convertible Spiked / Rubber Tipped Feet
For maximum slip prevention, the S-2000 is equipped with 
a push button activated Spike Tip. To activate the Spike 
Tip, push the button as shown in Fig. 1. To retract the Spike 
Tip, push the button as shown in Fig. 2. 

Fig. 1

Fig. 2

Unpacking
After unpacking your S-2000 
Snare Drum Stand turn the tube 
of the top section as shown then 
proceed to the assembly step.

Air Suspension Rubber Tips
The S-2000's Air Suspension Rubber Tips gently 
cushion the drum to allow maxium resonance 
while providing excellent grip, even when the 
drum is tilted at extreme angles. 

Air Suspension Rubber Tips

Wing Nut 
(for Angle Adjustment)

left /right

Caution
When handling tubular 
hardware do not put your fingers 
into the tubes to prevent injury 
to your fingers. 

For optimal stability, one leg should be placed in the same direction 
as the tilt of the drum.

For optimal stability, the base of the S-2000 should be opened to at 
least 16" (40cm) regardless of the size of the drum mounted to the 
stand.

Caution
The Spikes are sharp and can cause serious personal or property 
injury. To prevent mishaps, use extreme care when handling the 
snare stand especially when the Spike Tips are exposed. A rug or 
carpet should be used to protect floor surfaces whenever the 
Spikes are used.

Caution
After adjusting the arms tighten the key bolts securely. Failure to do 
so may cause the drum to fall from the stand.

Wing Nut 
(for Height Adjustment)

Caution

Caution

エアーサスペンション・ラバーチップ
アーム先端のラバーチップ
は、適度なクッション効果と
抜群のグリップ感を発揮。サ
ウンドをミュートすることな
く、本来のサウンドを十分に
引き出します。

脚部のセッティング
上部パイプを脚部のジョ
イントに差し込み、図のよ
うにセッティングします。

上部のセッティング
S-2000 スネアスタンドは上部が
折り畳まれて梱包されています
ので、まず上部パイプを図のよう
に回転させてから次のステップ
へ進んでください。

注意

注意
セッティングができたら、キーボルトをしっかりと締めて下さい。ボルト
がゆるんでいるとスネアドラムが落下する恐れがあります。

注意
スパイクの先端は鋭いため、手や体に触れると大変危険です。スパイク
を露出させてご使用の際は十分に注意して下さい。
また、スパイクを使う際は、床を傷つけないよう、じゅうたん、カーペット
などの敷物を床に敷いてからお使い下さい。

注意
安定感を最大限に発揮させるため、スネアドラムのサイズにかかわら
ず、三脚部は少なくとも直径で 40cm以上は広げてセッティングして下
さい。

キーボルト

エアーサスペンション
ラバーチップ

サイズ表示

アームの末端をサイズ表示に
合わせる

テレスコーピング・アーム
各アームは 10" から 16" までのスネア・サイズに対応。サイズ
を合わせるには、キーボルトをゆるめアームの末端をサイズ表
示に合わせます。再びキーボルトを締めればセッティング完了
です。

エアーサスペンション・
ラバーチョプ

トライアングル
ナット

ウイングナット

ジャイロロック（Gyro-lock）ティルター
パール独自の無段階アングル調整が可能なティルティング・シ
ステムで、スネアドラムをあらゆる方向へ自由に傾けることが
できます。

コンバーチブル・スパイク/ラバーチップ
(プッシュボタン装備 )
スネアスタンド本体のスリップ防止のため、プッシュボタンで操
作するスパイクを装備。
スパイクを使う際はプッシュボタン A を押し ( 図 1)、横のプッ
シュボタンBを押すとスパイクはもとに戻ります (図 2)。

図1

図2

トライアングルナット
スネアドラムをグリップするためのハンドルナット。締めすぎに
注意して下さい。 

ジャイロロック(Gyro-lock)
ティルター

プッシュボタンA

プッシュボタンB
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スタンド本体の安定感を保つため、レッグ 3本の内の 1本はスネアド
ラムを傾ける方向と同じ方向にセッティングして下さい。

http://www.pearldrum.com
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Caution
When adjusting the height and tilt of the drum, support 
the drum with one hand while slowly making 
adjustments with your free hand 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. 

S-2000
Instruction Manual

Congratulations on your purchase!
To get optimum performance from your S-2000 "Fit-All" Snare Stand, 

please read this Instruction Manual before playing.

PEARL HI-HAT STAND

取扱説明書
この度は、S-2000スネア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。

PEARL HI-HAT STAND

S-2000


