Before using this product, carefully read the sections entitled: “USING THE UNIT SAFELY” and “IMPORTANT NOTES”.
These sections provide important information concerning the proper operation of the product. Additionally, in order to feel assured that you have gained a good grasp of
every feature provided by your new product, Owner’s manual should be read in its entirety. The manual should be saved and kept on hand as a convenient reference.
Copyright © 2012 ROLAND CORPORATION
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without the written permission of ROLAND CORPORATION.
Roland and V-Drums are either registered trademarks or trademarks of Roland Corporation in the United States and/or other countries.
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Beater
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Square-Head bolt “B”
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Memory lock
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Foot board
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Spring

* Take care not to pinch your
fingers during assembly.

Adjusting nut

* Use the memory lock correctly, so
the seat doesn’t descend while you’re
performing.
* Never tilt the throne while seated on
it, and try to avoid unnatural postures
while using the throne; doing so may
cause malfunction or deformation.

Wing bolt “B”

Assembling the Drum Throne

Assembling the Kick Pedal
1.

Stopper

* There is a risk of injury if the kick
pedal is used barefoot. Please
wear suitable footwear.

Lock nut

Hoop clamp

* Take care not to pinch your fingers
during assembly.

3.

Attach the beater
Use the drum key to loosen square-head bolt “A.” Next, insert the beater
into the beater holder with the prastic beater facing the head, as shown
in the illustration below. Then, secure it by tightening square-head bolt
“A,” which you loosened earlier.

1.

Adjust the angle of the beater
Loosen square-head bolt “B” and adjust the beater to the desired angle.
When you’ve set the angle, firmly tighten square-head bolt “B” to secure
it.

3.

Open the tripod

Adjust the height of the seat

Loosen wing bolt “B” and open the tripod all the way to the stopper.

Loosen wing bolt “A” and adjust the throne to the desired height.

When the tripod is fully open, firmly fasten wing bolt “B,” which you
loosened earlier.

When you’ve adjusted the height as desired, securely tighten wing bolt
“A.” Next, align the memory lock to the position shown in the illustration
below, and securely tighten the square-head bolt of the memory lock
to fasten it.

Plastic beater

* Using the memory lock will prevent the seat from descending
during performance.

Square-Head
bolt “B”

Square-head
bolt of the
memory lock

Wing bolt “B”

4.

Wing bolt
“A”

Adjust the spring
Loosen the adjusting nut to adjust the tension of the spring.

Square-Head
bolt “A”

Once you’ve got the tension adjusted to your liking, firmly secure the lock
nut against the adjusting nut.

2.

Attach the seat
Upper pipe

Loosen wing bolt “A,” raise the upper
pipe to the desired height, and
provisionally tighten wing bolt “A,” so
that the upper pipe does not drop.

Loosen

NOTE

Drumsticks
Use the drumsticks to play the V-Drums.

The mesh head can wear down a felt beater. We recommend using a
plastic beater.

2.

Attach to the V-Drums kick pad

Wing bolt “A”
Adjust

Insert the kick pad’s pedal attachment plate into the hoop clamp of the
kick pedal, and fasten it.

Secure the lock nut
against the adjusting nut

* For details, refer to the owner’s manual of the V-Drums kick pad.

Square-head bolt of
the memory lock

Next, use the drum key to loosen
the square-head bolt of the memory
lock, and lower the memory lock to
the position shown in the illustration
below.
Attach the seat, and tighten the T-bolt
to fasten it securely.

IMPORTANT NOTES

USING THE UNIT SAFELY

Placement
About

WARNING and

CAUTION Notices

About the Symbols

Used for instructions intended to alert the
user to the risk of death or severe injury
should the unit be used improperly.
Used for instructions intended to alert the
user to the risk of injury or material
damage should the unit be used
improperly.
* Material damage refers to damage or
other adverse effects caused with
respect to the home and all its
furnishings, as well to domestic animals
or pets.

The symbol alerts the user to important instructions or
warnings.The specific meaning of the symbol is
determined by the design contained within the triangle. In
the case of the symbol at left, it is used for general
cautions, warnings, or alerts to danger.
The symbol alerts the user to items that must never be
carried out (are forbidden). The specific thing that must
not be done is indicated by the design contained within
the circle. In the case of the symbol at left, it means that
the unit must never be disassembled.
The symbol alerts the user to things that must be
carried out. The specific thing that must be done is
indicated by the design contained within the circle. In the
case of the symbol at left, it means that the power-cord
plug must be unplugged from the outlet.

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

WARNING

WARNING

Do not disassemble or modify by yourself
Do not open or perform any internal
modifications on the product. (The
only exception would be where this
manual provides specific instructions
which should be followed in order to put in place
user-installable options.)

Adults must provide supervision in places where
children are present
When using the product in locations
where children are present, be careful
so no mishandling of the product can
take place. An adult should always be
on hand to provide supervision and guidance.

Do not repair or replace parts by yourself

Do not drop or subject to strong impact

Do not attempt to repair the product,
or replace parts within it (except
when this manual provides specific
instructions directing you to do so).
Refer all servicing to your retailer, the nearest
Roland Service Center, or an authorized Roland
distributor, as listed on the “Information.”

Protect the product from strong
impact.
(Do not drop it!)

Do not use or store in the following types of locations
• Subject to temperature extremes
(e.g., direct sunlight in an enclosed
vehicle, near a heating duct, on top of
heat-generating equipment); or are
• Damp (e.g., baths, washrooms, on
wet floors); or are
• Exposed to steam or smoke; or are
• Subject to salt exposure; or are
• Humid; or are
• Exposed to rain; or are
• Dusty or sandy; or are
• Subject to high levels of vibration and
shakiness.

Do not place in an unstable location
Make sure you always have the product
placed so it is level and sure to remain
stable. Never place it on stands that
could wobble, or on inclined surfaces.

CAUTION
Avoid climbing on top of the product, or placing heavy
objects on it

• Do not expose the product to direct sunlight,
place it near devices that radiate heat, leave it
inside an enclosed vehicle, or otherwise subject
it to temperature extremes. Excessive heat can
deform or discolor the product.
• Do not allow rubber, vinyl, or similar materials
to remain on this product for long periods of
time. Such objects can discolor or otherwise
harmfully affect the finish.
• Depending on the material and temperature of
the surface on which you place the product, its
rubber feet may discolor or mar the surface.
As a precautionary measure, we recommend
the use of a drum mat.
• Do not put anything that contains water on
this product. Also, avoid the use of insecticides,
perfumes, alcohol, nail polish, spray cans, etc.,
near the product. Swiftly wipe away any liquid
that spills on the product using a dry, soft cloth.

Maintenance
• For everyday cleaning wipe the product with
a soft, dry cloth or one that has been slightly
dampened with water. To remove stubborn
dirt, use a cloth impregnated with a mild, nonabrasive detergent. Afterwards, be sure to wipe
the product thoroughly with a soft, dry cloth.
• Never use benzine, thinners, alcohol or
solvents of any kind, to avoid the possibility of
discoloration and/or deformation.

Main Specifications
Roland DAP-3X: Drum Accessory Package

Never climb on top of, nor place heavy
objects on the product.

<Kick Pedal>

Take care not to get fingers pinched by moving parts

 Beater
Plastic/felt

Take care not to pinch your fingers
or other parts of your body when
operating the moving parts of the
pedal or drum throne. If small children
use this equipment, make sure they have adult
supervision and guidance.

Keep small items out of the reach of children
Keep removable parts (screws, nuts,
memory lock) out of the reach of small
children to prevent them from being
swallowed accidentally.

 Weight
2.2 kg (4 lbs 14 oz)

<Drum Throne>
 Seat
Diameter: 305 mm (12-1/16 inches)
 Height
490–670 mm (19-5/16–26-7/16 inches)
 Weight
4.3 kg (9 lbs 8 oz)
<Drumsticks>
 Length
406 mm (16 inches)
 Material
Ash
* In the interest of product improvement, the
specifications and/or appearance of this
product are subject to change without prior
notice.

WARNING

For C.A. US (Proposition 65)

This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

*
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この製品を正しくお使いいただくために、ご使用前に「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みください。
また、この製品の優れた機能を十分ご理解いただくためにも、取扱説明書をよくお読みください。
取扱説明書は必要なときにすぐに見ることができるよう、手元に置いてください。
© 2012 ローランド株式会社 本書の一部、もしくは全部を無断で複写・転載することを禁じます。
Roland および V-Drums は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。

キック・ペダル

ドラム・スローン

ビーター

ビーター・ホルダー

シート

角頭ボルト B

角頭ボルト A

メモリー・ロック

アングル・アジャスター

フット・ボード

ローラー

三脚

スプリング

※ 組み立ての際は、指などをは
さまないよう、十分にご注意
ください。

ロック・ナット
フープ・クランプ

調節ナット

※ 組み立ての際は、指などをはさま
ないよう、十分にご注意ください。

ストッパー

※ キック・ペダルを裸足で演奏
することは、けがの原因にな
る恐れがありますので避けて
ください。

キック・ペダルを組み立てる
1.

T 型ボルト

ウイング・ボルト A

※ 演奏中にシートが下がらないよう
にメモリー・ロックを正しく使用
してください。
※ 故障、変形の原因になりますので、
着座したままスローンを傾けたり、
無理な姿勢で使用したりしないで
ください。

ウイング・ボルト B

ドラム・スローンを組み立てる

ビーターを取り付ける
角頭ボルト A をドラム・キーで緩め、下図のようにビーター・ホルダー
に打面がプラスチック・ビーターになるような向きでビーターを差
し込み、緩めた角頭ボルト A を締めて固定します。

3.

ビーターの角度を調節する
角頭ボルト B を緩めて、ビーターをお好みの角度に調節します。
角度が決まったら角頭ボルト B をしっかりと締めて固定します。

1.

3.

三脚を開く
ウイング・ボルト B を緩め、三脚をストッパーまで開きます。
開いたら、緩めたウイング・ボルト B をしっかりと締めます。

プラスチック・
ビーター

シートの高さを調節する
ウイング・ボルト A を緩めて好みの高さに調節します。
調節したらウイング・ボルト A をしっかりと締めて固定します。
次にメモリー・ロックを下図の位置に合わせ、メモリー・ロック
の角頭ボルトをしっかりと締めて固定します。
※ メモリー・ロックを併用すると、演奏中のシートの落下を防止
できます。

角頭ボルト B

メモリー・
ロックの角頭
ボルト

ウイング・ボルト B

4.

角頭ボルト A

スプリングを調節する
調節ナットを緩めて、スプリングのテンションを調節します。
好みの踏み加減に調節したら、ロック・ナットと調節ナットをしっ
かり固定します。

2.

ウイング・
ボルト A

シートをセットする
上段パイプ

緩める

ウイング・ボルト A を緩め、上段
パイプを適当な高さまで上げ、上
段パイプが下がらないようにウイ
ング・ボルト A を仮締めにします。

ご注意 !

ドラムスティックを使って V-Drums を叩きます。

フェルト製のビーターをご使用になると、フェルトが磨耗します。
プラスチック・ビーターをお使いください。

2.

V-Drums のキック・パッドに取り付ける
キック・パッドのペダル取り付けプレートをキック・ペダルのフープ・
クランプに挿入し、固定します。

調節する

しっかり
固定する

ウイング・ボルト A
メモリー・ロック
の角頭ボルト

※ 詳しくは V-Drums のキック・パッドの取扱説明書をご覧ください。

安全上のご注意

安全上のご注意

使用上のご注意
設置について

火災・感電・傷害を防止するには
警告と

図記号の例

注意の意味について

警告
注意

取り扱いを誤った場合に、使用者が
死亡または重傷を負う可能性が想定
される内容を表しています。
取り扱いを誤った場合に、使用者
が傷害を負う危険が想定される場
合および物的損害のみの発生が想
定される内容を表しています。
※物的損害とは、家屋・家財およ
び家畜・ペットにかかわる拡大
損害を表しています。

は、注意（危険、警告を含む）を表していま
す。
具体的な注意内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「一般的な注意、警告、危険」を
表しています。
は、禁止（してはいけないこと）を表していま
す。
具体的な禁止内容は、 の中に描かれています。
左図の場合は、「分解禁止」を表しています。

● は、強制（必ずすること）を表しています。
具体的な強制内容は、● の中に描かれています。
左図の場合は、「電源プラグをコンセントから抜
くこと」を表しています。

以下の指示を必ず守ってください

警告
分解や改造をしない

この製品を分解したり改造したりし
ないでください。

個人で修理や部品交換はしない

修理／部品の交換などで、取扱説明
書に書かれていないことは、絶対に
しないでください。必ずお買い上げ
店またはローランドお客様相談センターに相
談してください。

注意
上に乗ったり、重いものを置いたりしな
い
この製品の上に乗ったり、製品の上
に重いものを置いたりしないでくだ
さい。

可動部に指などをはさまないように注意
する

次のような場所で使用や保管はしない

ペダルやドラム・スローンの可動部
を操作するときは、指などをはさま
ないように、注意して行ってくださ
い。小さいお子様が使用されるときは、大人
のかたが監視／指導してください。

• 温度が極端に高い場所（直射日光
の当たる場所、暖房機器の近く、
発熱する機器の上など）

小さな部品はお子様の手の届かないとこ
ろに置く

• 水気の近く（風呂場、洗面台、濡
れた床など）や湿度の高い場所
• 湯気や油煙が当たる場所
• 塩害の恐れがある場所
• 雨に濡れる場所
• ほこりや砂ぼこりの多い場所

ドラムスティック

取り外しが可能な部品（ネジ類、ナッ
ト類、メモリー・ロック）はお子様
が誤って飲み込んだりすることのな
いよう手の届かないところへ保管してくださ
い。

• 直射日光の当たる場所や、発熱する機器の
近く、閉め切った車内などに放置しないで
ください。変形、変色することがあります。
• この製品の上にゴム製品やビニール製品な
どを長時間放置しないでください。変形、
変色することがあります。
• 設置条件（設置面の材質、温度など）によっ
ては、この製品のゴム足が設置した台など
の表面を変色または変質させることがあり
ます。ドラムマットなどを敷くと、安心し
てお使いいただけます。
• この製品の上に水の入った容器、殺虫剤、
香水、アルコール類、マニキュア、スプレー
缶などを置かないでください。また、表面
に付着した液体は、速やかに乾いた柔らか
い布で拭き取ってください。

お手入れについて
• 通常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きす
るか、固く絞った布で汚れを拭き取ってく
ださい。汚れが激しいときは、中性洗剤を
含んだ布で汚れを拭き取ってから、柔らか
い布で乾拭きしてください。

次に、メモリー・ロックの角頭ボ
ルトをドラム・キーで緩め、メモ
リー・ロックを下図の位置まで下
げます。シートをセットし、T 型
ボルトを締めて固定します。

主な仕様
Roland DAP-3X：Drum Accessory Package
＜キック・ペダル＞
● 質量
2.2kg
● ビーター
プラスチック／フェルト
＜ドラム・スローン＞
● 座面
直径：305mm
● 高さ
490 〜 670mm
● 質量
4.3kg
＜ドラムスティック＞
● 長さ
406mm
● 材質
アッシュ
※ 製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更することがあり
ます。

• 変色や変形の原因となる、ベンジン、シン
ナー、アルコール類は使用しないでくださ
い。

修理について
• お客様がこの製品を分解（取扱説明書に記
載されている指示を除く）、改造された場合、
以後の性能について保証できなくなります。
また、修理をお断りする場合もあります。

その他の注意について
• この製品が入っていた梱包箱や緩衝材を廃
棄するときは、各地域のゴミの分別基準に
従ってください。

• 振動や揺れの多い場所

不安定な場所に設置しない

この製品を、ぐらつく台の上や傾い
た場所に設置しないでください。必
ず安定した水平な場所に設置してく
ださい。

お子様の取り扱いに注意する

お子様のいる場所で使用する場合、
お子様の取り扱いやいたずらに注意
してください。必ず大人のかたが、
監視／指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えたりしない

お問い合わせの窓口
製品に関するお問い合わせ先
ローランドお客様相談センター
電話受付時間：

月曜日〜金曜日

050-3101-2555

10:00〜17:30（弊社規定の休日を除く）

※IP電話からおかけになって繋がらない場合には、
お手数ですが、電話番号の前に 0000
（ゼロ4回）
をつけてNTTの一般回線からおかけいただくか、携帯電話をご利用ください。
※上記窓口の名称、電話番号等は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。

この製品を落としたり、この製品に
強い衝撃を与えないでください。

最新サポート情報
製品情報、イベント／キャンペーン情報、サポートに関する情報など

ローランド・ホームページ

http://www.roland.co.jp/

'13. 04. 01 現在（Roland）

ローランド株式会社
〒 431-1304 静岡県浜松市北区細江町中川 2036-1

