
Congratulations on your purchase! To 
get optimum performance from your 
"Gyro Tune" drum key (PAT. PEND.) , 
please read this Instruction Manual 
before "playing" with "using." 
Our "Gyro Tune" drum key (PAT. 
PEND.) is ergonomically designed for 
comfortable and balanced feel 
combined with convenience features 
such as weighted ends for gyro-like 
spinning action, quick-spin knurled 
knob, quick release neck strap, and 
multi-function rubber plugs.

1. Remove the "Neck Strap"
The Gyro Tune drum key features a 
detacheable neck strap.
Remove it before using the key.
Detaching the Key: Press down and 
hold the plunger as shown and detach 
the key from the neck strap. 
Attaching the Key: Press down and 
hold the plunger as shown while 
attaching the key to the neck strap. 
Release the plunger to lock the key to 
the neck strap.  (Fig. 1)  
2. Using the Knob
The knurled knob allows the Gyro 
Tune drum key to be spun quickly for 
rapid tightening/loosening of tension 
bolts. Grasp the knurled knob with 
your fingers as shown and twist as if 
snapping your fingers.  (Fig. 2) 
3. Using the Rubber Plugs
The rubber plugs are multi-functional 
and can be used in the following 
ways: 

·They can be removed and replaced 
with different colors to customize the 
look of your Gyro Tune Drum Key. 

·When tuning, they can be used to tap 
the head to hear a clearly defined 
note.  

·Using plugs of different colors makes 
it easy to remember how many times 
you turned the tension rod. (Fig. 3,4) 

この度はパール・ジャイロチューン・ドラムキーを
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、下記の取り扱い説明をぜひご覧下さい。 
この "ジャイロ チューン" ドラムキー(PAT. PEND.)
は、人間工学に基づいた心地よく手になじむバラ
ンスのよい形状で、ハンドル両端部は重く回転の
しやすい設計、しかも先端にはさまざまな便利な
機能をもたせたラバープラグを装備。また、ノブは
回しやすいギザギザな仕上げを施し、先端にはク
イックリリース・キーホルダーをマウントしていま
す。

1. クイックリリース・キーホルダーをはずす
"ジャイロチューン" ドラムキーを使う際は、上端
のノブにマウントされたクイックリリース・キーホ
ルダーをはずします。 キーホルダーのリングに通
した球状部分を押しながら、キー先端のプラグを
引き抜けば、キーホルダーはキーからはずれます
。 
逆に、クイックリリース・キーホルダーをキーに取
り付ける際は、球状部分を押しながらキー本体の
穴にプラグを差し込み、指を離して下さい。これで
取り付け完了です (Fig.1)。

2. ノブを回す
キー上端のノブを勢いよく回すことにより、テンシ
ョンボルトをすばやく締めたり緩めたりすることが
できます。ただし、テンションボルトが自由に動く
状態で行なって下さい (Fig. 2)。

 
3. ラバープラグの使い方
キーのハンドル先端部にはラバープラグが装備
され、チューニングの際に、この部分でヘッドを叩
くと音が聴き取りやすくなり、しかもヘッドやベア
リングエッジを傷めません。またラバープラグは着
脱可能で、左右を色分けすれば、テンションボルト
の回転具合を目で確認することができます (Fig. 
3,4)。
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