SUSPENSION SYSTEM
OPTA-0708 / OPTA-0910 / OPTA-1112
OPTA-1314 / OPTA-1516

取扱説明書
この度は、OPTA オプティマウント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。

Instruction Manual

Congratulations on your purchase!
To get optimum performance of your Optimount Suspension System,
please read this Instruction Manual before playing.

このたびは、
オプティマウント・サスペンションシステム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御覧下さい。
オプティマウント・サスペンションシステムは、
タムタムの4ケ所のラグナットに固定してタムタム本体を吊り下げることにより、
フープやテ
ンションボルトに負担をかけることなくタムタムの自然な鳴りを限りなく引き出す、パール独自のマウントシステムです。

オプティマウントは、
タムタムの深さに合
わせた、5タイプが用意されています。
• OPTA-0708 (SS)
̶̶̶ 7"、8"
• OPTA-0910 (S)
̶̶̶̶ 9"、10"
• OPTA-1112 (M)
̶̶̶̶ 11"、12"
• OPTA-1314 (L)
̶̶̶̶ 13"、14"
• OPTA-1516 (LL)
̶̶̶ 15"、16"

OPTAシリーズ オプティマウントは、
下記の仕様のタムタムに取り付け可能です。

・ 6"/4テンション
・ 8"/5テンション
・12"/6テンション
・14"/8テンション

・16"/8テンション
・10"/6テンション
・13"/6テンション
・15"/8テンション

取り付け方法
1.

まずはじめに、タムタムのフープと
ヘッドを上下とも取り去ります。

2.

オプティマウントを取りつける4ケ
所のラグを選び、本体の両側にあ
るアレンスクリューをゆるめて調
整バーを伸ばします。

3.

上部ブラケット

ブラケットのラバークッションをス
ライドさせながら、ラグナットには
め込みます。その際は、上部のブラ
ケットをまずセットしてから下部の
ブラケットをセットします。

Congratulations on your Pearl OptiMount purchase. OptiMounts feature Pearl's exclusive Suspension
System that suspends toms by the lugs and tension rods for outstanding stability and maximum
resonance. Please read this Instruction Manual for proper installation and optimum performance from
your OptiMount.

OptiMounts are designed to fit the
following tom sizes:
• 6"/4 Tension

• 8"/5 Tension

• 13"/6 Tension

• 14"/8 Tension

• 10"/6 Tension
• 15"/8 Tension

OptiMounts are available in 5 models
that fit the following depths:
• OPTA-0708 (SS) ________ 7", 8"
• OPTA-0910 (S) _________ 9", 10"
• OPTA-1112 (M) _________ 11", 12"

• 12"/6 Tension

• OPTA-1314 (L) _________ 13", 14"
• OPTA-1516 (LL) ________ 15", 16"

• 16"/8 Tension

Setting
1.

Remove the hoop, tension rods, and
drum head from both sides of the tom.

2. Loosen the Allen screws on both sides

of the OptiMount and extend the
Extension Rods far enough to clear the
top and bottom lugs.

Rubber Cushion

ラバークッション

アレンスクリュー

3. Slide the upper and lower Rubber

Cushions and align them with the Lug
Nuts as shown.

Rubber Cushion

Allen Screw
Lug Nut
ラグ

下部ブラケット

4.

上下4ケ所のラグをブラケットでは
さみ込みながら、アレンスクリュ
ーを締めて固定します。

5.

Rubber Cushion

ラグナット

オプティマウント本体が、図のよ
うにラグとラグの間の中心にくる
よう、取り付けてください。

6.

上下のヘッドとフープを再びタムタ
ムに組み込みます。これでオプティ
マウントの取り付けは完了です。

4.

Squeeze the upper and lower
OptiMount brackets securely against
the lugs and tighten the Allen screws.

ラグ

御使用上の注意 ！
・タムスタンド等でタムタムをセッティングされる際は、オプティマウントが確実に装着されているかどうかを十分に確かめて下さい。
・オプティマウントの着脱は、床や机の上など、安定した場所で行なって下さい。
・オプティマウントでセッティングされているタムタムに、過度の負荷をかけないよう御注意下さい。
特に、
ドラム演奏以外での御使用はおやめ下さい。
・演奏前にオプティマウントがしっかりとタム・ホルダーに装着されていることをご確認ください。
・ブラケットの取付部をぶつけたりしないで下さい。変形の恐れがあります。
・上記注意を守らなかった場合、
シェル本体に破損を及ぼす恐れがあります。
※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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centered between the lugs.

6. Replace the heads, hoops, and tension
rods on the tom.

Lug

・オプティマウントはタムタムのサイズによって適合機種が異なりますので御注意下さい。
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5. Make sure that the OptiMount is

Lug

TEL.047-484-9111(代）

Caution ！

• Use the proper OptiMount for the size, number of lugs, and depth of your drums (see the chart above).
• For safety, assemble and remove OptiMounts on a clean, stable surface such as a firm table or on the floor.
• Avoid excess pressure on OptiMount-equipped drums to prevent damage to the OptiMount and/or drums.
• Avoid hitting the OptiMount brackets to prevent dents in the brackets.
• Make sure that the OptiMounts are firmly locked to tom stands and tom holders before playing.
• Do not use OptiMounts for purposes other than holding drums.
Not following the above instructions will cause damage to the shells.

