
Congratulations on your purchase!
For optimum performance, please read this Instruction Manual before playing.

CLH-70
MINI CLOSED HI-HAT HOLDER

Instruction Manual

Wing Bolt
ウイングボルト

Adjustable Clamp
クランプ

Boom Tilter
ブームティルター Cymbal Tilter

シンバルティルター

Boom Arm
ブームアーム

Stop Lock
ストップロック

このたびは、本製品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

Reversible Nut / リバーシブルナット

Cymbal Holder / シンバルホルダー
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Boom Arm
ブームアーム

1. Loosen Wing Nut (A) on the Boom Tilter and rotate the 
Boom Arm as shown (Fig.1.) then tighten Wing Nut (A) 
to secure it in place.

1.ブームティルターのウイングナット(A) をゆるめ、図のよう
にブームアームを回転させ、再度ウイングナット (A) を締
めて固定します（図 1）。

2. Loosen Wing Nut (B) and open the Adjustable Clamp. 
Set the Adjustment Nut and Wing Nut (B) to clamp the 
cymbal stand evenly, so each side of the Adjustable 
Clamp is parallel, as shown in (Fig.2).

2. ウイングナット (B) をゆるめ、クランプを開きます。 取り付
けるシンバルスタンドのパイプの太さに合わせ、アジャス
トナットを調整して、クランプが平行になるように取り付け
ます（図 2）。 

3. Next, loosen the Stop Lock's Key bolts and slide the Stop 
Lock against the Boom Tilter, then tighten to secure into 
place (Fig. 3).

3. ストップロックのキーボルトをゆるめ、ブームティルターの
凹みにはめこみ、ドラムキーでキーボルトをしっかりと締
めてください（図 3）。
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Cymbal Tilter  / シンバルティルター

Wing Bolt
ウイングボルト

4. The CLH-70 is designed to accommodate traditional 
Cymbal shapes in diameters of 7”–14”. To install the 
cymbals, loosen the Wing Bolt of the Cymbal Tilter and 
adjust it upwards for cymbal installation. Next, loosen, and 
remove the Reversible Nut and Felts/Spring (Fig.4). 
Depending on the Cymbals used, adjust the Reversible 
Cymbal Washer for the desired sound.
Install the cymbals, as shown in (Fig.4). For other 
various sound options, adjust the tension of the Revers-
ible Nut of the Cymbal Holder until the desired sound is 
achieved.
If needed, reposition the cymbal into the desired 
playing position and tighten all Wing Nuts/Bolt, Tilters, 
and Adjustable Clamp to secure into place.

4. ウイングボルトでシンバルティルターを上向きに調整した後、
図のようにシンバルを取り付けます。 お好みの音色になるよ
う、リバーシブルナットの締め付けを調整してください（図 4）。

Reversible Nut / リバーシブルナット

Felt / フェルト

Washer / ワッシャー

Felt / フェルト

Seat Cup  / シンバルカップ

Felt / フェルト

ボトムシンバル
Bottom Cymbal

トップシンバル
Top Cymbal

スプリング付きプラスチックスリーブ
Plastic Sleeve with Tapered Spring

Tip / ヒント
The Reversible Cymbal Washer: Please note the Foam side 
provides a bright, clear sound with long sustain. The Felt 
side offers a warmer, softer sound.

リバーシブルシンバルワッシャーはフォームとフェルトの二層構造に
なっています。 シンバルに接する面をフォームにしますと、サステイ
ンのある明るくクリアな音をもたらします。 フェルトの面を使用され
ますと暖かみのある柔らかい音が得られます。

CAUTION / 注意
Flat-Bottom or China Cymbals are not recom-
mended for use with this product and will not fit or 
mount properly.
フラットボトムやチャイナタイプなど、特殊なカップ形状のシ
ンバルは取り付けできない場合があります。

Fig.4 / 図4

Reversible Cymbal Washer/
リバーシブルシンバルワッシャー



CAUTION
Before use, ensure all adjustable parts are tight 
and secure. Failure to do so may result in person-
al property damage or injury. 
Always ensure the set position of the CLH-70 is 
stable and make any necessary adjustments 
needed to achieve this.
If installed on a stand, check to ensure the tripod 
is on a level surface and adequately opened. If 
possible, position the Boom Arm over one of the 
legs of the stand.

演奏中の転倒や落下を防ぐために、ネジ類はしっかりと
締めてからご使用ください。

スタンド設置時には三脚を十分に開き、可動部をバラ
ンス良く調整し転倒しないようご注意ください。
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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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