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取扱説明書
このたびは、ローランド・ドラム・システム TD-8KV をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。

この機器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」
（P.2
〜 3）と「使用上のご注意」
（P.4）をよくお読みください。
また、この機器の優れた機能 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。

TD-8KV に付属の TD-8 には、CY-12R/C 用の設定が用意されています。
TD-8 のアップグレードは必要ありません。

© 2001 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。

TD-8KV_j 2 ページ ２００３年７月１６日

水曜日

午後４時１９分

安全上のご注意

安全上のご注意
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

は、注意（危険、警告を含む）を表わしていま
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
表わしています。

取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
定される内容を表わしています。
取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
される内容を表わしています。

は、禁止（してはいけないこと）を表わしてい
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」を表わしています。

※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
損害を表わしています。

● は、強制（必ずすること）を表わしています。
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」を表わしています。

以下の指示を必ず守ってください

警告

警告

001

005

● この機器を使用する前に、以下の指示と取
扱説明書をよく読んでください。

● この機器の設置には、ローランドが推奨す
るドラム・ス タンド（MDS シリーズ）を
使用してください。
.....................................................................................................

....................................................................................................

002d

● この機器および AC アダプターを分解した
り（取 扱 説 明 書 に 記 載 さ れ て い る 指 示
（P.7、P.8）を除く）
、改造したりしないで
ください。
....................................................................................................
003

● 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・
サービスに相談してください。
....................................................................................................

006+

● この機器の設置にドラム・スタンド（MDS
シリーズ）を使用する場合、ぐらついた所
や傾いた所 にドラム・スタン ド（MDS シ
リーズ）を設置しないでください。安定し
た水平な所に設置してください。
.....................................................................................................
011

● この機器に、異物（燃えやすいもの、硬貨、
針金など）や液体（水、ジュースなど）を
絶対に入れないでください。

004

● 次のような場所での使用や保存はしないで
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）
○ 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
○ 雨に濡れる場所
○ ホコリの多い場所
○ 振動の多い場所
....................................................................................................
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.....................................................................................................
013

● お子様のいるご家庭で使用する場合、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。
.....................................................................................................
013+

● お子様をドラム・セットのまわりで遊ばせ
ないで くださ い。スタン ドなど が倒れ て、
けがをする恐れがあります。
.....................................................................................................
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警告

注意

014

● この機器を落とさないでください。

....................................................................................................
● けがをしたり、故障の原因となりますので、
KD-80、PD-80R、PD-80 のフレーム内部
には手を触れないでください。
....................................................................................................

注意
104

● 接続したコードやケーブル類は、繁雑にな
らないように配慮してください。
特に、コー
ドやケーブル類は、お子様の手が届かない
ように配慮してください。
....................................................................................................
106

● この機器の上に乗ったり、機器の上に重い
ものを置かないでください。
....................................................................................................
118

● ネジ、ナット、ボルト、スプリング、ワッ
シャーなどを外した場合は、小さなお子様
が誤って飲み込んだりすることのないよう
お子様の手の届かないところへ保管してく
ださい。
....................................................................................................
● ドラム・スタンド、TD-8KV の組み立て時
には、指を挟む恐れがありますので、十分
に注意をして作業を行ってください。
....................................................................................................
● ドラム・スタンドを使用するときには、ク
ランプ・ノブやネジを確実に締めてくださ
い。特に演奏前には確実に取り付けられて
いるかどうか確認してください。確実に取
り付けられていないとパッドや機器が落下
してけがをする恐れがあります。
....................................................................................................

● KD-80、PD-80R、PD-80 のヘッドの下に
あるセンサーとクッション（KD-80 のみ）
に無理な力をかけないでください。打撃を
正しく感知できなくなったり、センサーを
破損することがあります。
.....................................................................................................
● KD-80、PD-80R、PD-80 のセンサーの素
材の性質上、気温、湿度の変化によってセ
ンサーの感度が変わることがあります。
.....................................................................................................
● KD-80にフェルト製のビーターをご使用に
なりますと、フェルトが磨耗し、露出した
金属 部分 がヘ ッ ドを 破る おそ れが あ りま
す。キック・ペダルのビーターは、市販の
プラスチック・ビーターをご使用ください。
.....................................................................................................
● 演奏時の KD-80、FD-6 のずれや動きを防
止するため、スタンドに取り付けるレッグ、
アンカー・ボルトの先端がとがっています。
取り扱いの際は、けがをしないように十分
注意してください。
.....................................................................................................
● PD-80R、PD-80 はブラシによる演奏がで
きます。ブラシ演奏をする際は、ナイロン
製のブラシをお使いください。金属製のブ
ラシ はヘ ッド を 傷付 けて しま うだ け でな
く、先端がヘッドの網の目に引っかかり大
変危険です。
.....................................................................................................
● PD-80R のフープのゴム部分は特にリム・
ショット演奏によって、使っている年月と
ともに消耗する消耗部品です。
消耗したゴム部分をリム・ショット演奏す
ると誤動作することがあります。このよう
な場合 フープ・ゴ ムを交 換して くださ い。
フープ・ゴムの交換に関しては、ローラン
ド・サービスにご相談ください。
.....................................................................................................

● KD-80、PD-80R、PD-80 をご使用になる
前に、必ずヘッドの張り具合を調節してく
ださ い。ヘッ ド の張 り がゆ る んだ 状態 で
ヘッドをたたくと、センサーやヘッドを破
損することがあります。
....................................................................................................
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使用上のご注意
291a

2 〜 3 ページに記載されている「安全上のご注意」以外に、次のことに注意してください。

設置について

その他の注意について

354a

553

● 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。

● 故障の原 因になります ので、ボタン、つまみ、入 出
力端子などに過度の力を加えないでください。

355

● 故障の原因に なりますので、雨や 水に濡れる場所で
使用しないでください。

556

● ケーブルの抜き差しは、ショートや断線を防ぐため、
プラグを持ってください。
558a

● 本機の上にゴム 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。

● 音楽をお楽 しみになる場合、隣 近所に迷惑がかか ら
ないように、特 に夜間は、音量に 十分注意してく だ
さい。ヘッドホ ンを使用すれ ば、気がねなくお楽 し
みいただけます。

357

558d

356

● 本機の上に水の入った容器（花びんなど）、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、すみやかに乾 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
401a

● 通常のお手入 れは、柔らかい布 で乾拭きするか、堅
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。
402

● 変色や変形の 原因となるベン ジン、シンナーおよび
アルコール類は、使用しないでください。

修理について
451a

● お客様がこの 機器を分解、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。
453

● 当社では、この製 品の補修用性 能部品（製品の機能
を維持するために必要な部品）を、製造打切後 6 年
間保有してい ます。この部品保有 期間を修理可能の
期間とさせて いただきます。な お、保有期間が経過
した後も、故障箇 所によっては修 理可能の場合があ
りますので、お買 い上げ店、または 最寄りのローラ
ンド・サービスにご相談ください。

4

● 本機は、演奏時 の打撃音を小さ くする設計になっ て
いますが、床や 壁を通じての振 動は意外によく伝 わ
りますので、特に夜間やヘッドホン使用時の演奏は、
隣近所に迷惑がかからないように注意しましょう。
562

● 接続には、付属のケーブルまたは当社ケーブル（PCS
シリーズなど）をご使用ください。他社製の接続ケー
ブルをご使 用になる場合は、次 の点にご注意くだ さ
い。
○ 接続ケーブルには抵抗が入ったものがあります。
本機との接続には、抵抗入りのケーブルを使用し
ないでください。音が極端に小さくなったり、全
く聞こえなくなる場合があります。ケーブルの仕
様につきましては、ケーブルのメーカーにお問い
合わせください。
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はじめに
箱の中身を確認する

□ FD-6 保証書× 1

□ TD-8（パーカッション・サウンド・モジュール）× 1

□ PD-80 保証書× 3

□ KD-80（V キック・トリガー）× 1

□ PD-7 保証書× 1
※ CY-12R/C の保証書は、CY-12R/C のパッケージに
入っています。
※ TD-8KV には保証書がありません。 各機器の保証書を
お使いください。

□ FD-6（ハイハット・コントロール・ペダル）× 1
□ PD-80R（V パッド）× 1
□ PD-80（V パッド）× 3
□ CY-12R/C（V シンバル）× 2
□ PD-7（パッド）× 1
□ 付属品セット× 1
□ チューニング・キー
（KD-80、PD-80R、
PD-80、CY-12R/C、FD-6用）×1
□ アンカー・ボルト（FD-6用）×2
□ アンカー・ボルト用スプリング（FD-6用）×2

□ PD-80R 保証書× 1

• このドラム・キットの組み立てには、別売のドラム・ス
タンド（MDS シリーズ）が必要です。
• このパッケージにはキック・ペダルおよびビーターは含
まれておりません。市販のキック・ペダル、プラスチッ
ク・ビーターをお使いください。
フェルト製のビーターをご使用になりますと、フェルト
が磨耗し、露出した金属部分がヘッドを破るおそれがあ
ります。
CY-12R/C 用の設定が用意
• TD-8KV に付属の TD-8 には、
されています。TD-8 のアップグレードは必要ありませ
ん。

□ CY-12R/C 付属品セット× 2
□ ウィング・ナット×1
□ フェルト・ワッシャー×1

製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更すること
があります。

□ まわり止め×1
□ ケーブル・タイ×1
□ 接続ケーブル（3.5m）×1
※ CY-12R/C 付属品セットは、CY-12R/C のパッケー
ジに入っています。

□ 接続ケーブル・セット× 1

設置の手順
1. 別売のドラム・スタンドを組み立てます。

組み立てかたについては、ドラム・スタンドに付属の取
扱説明書をご覧ください。

□ 接続ケーブル（1m）× 2
（ハイハット：PD-7 ／スネア：PD-80R）

2. KD-80／ PD-80R／ PD-80 のヘッドの張り具合を調

□ 接続ケーブル（2m）× 4
（キック：KD-80 ／タム 1、2：PD-80 × 2 ／
ハイハット・コントロール・ペダル：FD-6）

3. パッド、シンバル、ペダルを設置します。

□ 接続ケーブル（3.5m）× 1
（タム 3：PD-80）
※ CY-12R/C 用の接続ケーブルは、CY-12R/C のパッ
ケージに入っています。

■ TD-8KV 取扱説明書（本書）× 1
※ TD-8 の取扱説明書は、TD-8 のパッケージに入ってい
ます。

節します（P.6）
。

• KD-80（キック）→ P.8
• PD-80R（スネア）／ PD-80（タム）→ P.10
• CY-12R/C（ライド、クラッシュ）→ P.10
• PD-7（ハイハット）→ P.12
• FD-6（ハイハット・コントロール・ペダル）→ P.13
• TD-8（音源モジュール）→ P.13

。
4. TD-8 とパッド類を接続します（P.14）

□ 保証書セット× 1
□ TD-8 保証書× 1
□ KD-80 保証書× 1

5
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メッシュ・ヘッドについて
1. チューニング・ボルトを付属のチューニングキー
で締めます。

ヘッドの張り具合を調節する
KD-80、PD-80R、PD-80 をご使用になる前
に、必ずのヘッドの張り具合を調節してくだ
さい。

フレームとフープの間が、
KD-80：約 7.5mm
PD-80R ／ PD-80：約 7mm
になるように調節してください。

張り具合は、アコースティック・ドラムの打感触とほぼ同
じくらいが適切です。

KD-80

• ヘッドの張りがゆるんだ状態でヘッドをたたくと、
センサーやヘッドを破損することがあります。
• この設定を行わずにご使用になりますと、以下の
症状が出ます。
演奏時に音が出ないことがある（音量にムラがある）。
音が小さい（感度が低い）。

• KD-80、PD-80R、PD-80 のヘッドの張り具合の調節は、
打感触の調節を行うもので、アコースティック・ドラムの
ように音の高さ（ピッチ）を調節するものではありません。
• 長く使っているとヘッドの張り具合が変わってくること
があります。必要に応じて調節しなおしてください。
• 長く使っているとヘッドが伸び、次の手順で 7.5mm（KD80）または 7mm（PD-80R、PD-80）に調節しても、初め
て調節したときの張り具合が得られなくなることがありま
す。打感触を確かめながら、適当な張り具合に調節してく
ださい。
• チューニング・ボルトは、図の番号順に締めてください。
1 カ所のチューニング・ボルトを一度に強く締めると、
ヘッドを均一に張ることができないため、誤動作の原因と
なります。

フープ
フレーム

7.5mm

PD-80R／PD-80
フープ

7mm

フレーム

fig.K08.j

1

このページの端に 7.5mm と 7mm の黒帯が印刷されていま
す。調節時にお使いください。

6

幅7.5mmと7mmの帯です。
ヘッドの張り具合の調節に
お使いください。

7.5mm

7mm

4

3

2

5

2. パッドの打感触を確かめながら、さらに張り具合
を微調整します。
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メッシュ・ヘッドについて

ヘッドを交換する

6. チューニング・ボルトにワッシャーを通し、フー

ヘッド交換の目安

「ヘッドの張り具
7. ヘッドの張り具合を調節します。

プ、フレームに取り付けます。

ヘッドは、使っている年月とともに性能が劣化する消耗部品
です。次のような場合は、 ヘッドを交換してください。
• ヘッド面が破れたとき
• ヘッドの張り具合を正しく調節しても、 打点位置がうま
く検出されない場合
• ヘッドの張り具合を正しく調節しても、 ヘッド面にたる

合を調節する」
（P.6）をご覧ください。

1 カ所のチューニング・ボルトを一度に強く締めないでくだ
さい。ヘッドを均一に張ることができないため、正確な打点
位置検出ができなくなるなど、誤動作の原因となります。

みが残る場合

交換用ヘッド（別売）

ロック・ブッシングについて

MH-8 Mesh Head：KD-80、PD-80R、PD-80 共通

KD-80 と PD-80R には、フープの振動でチューニング・ボル
トが回転しゆるんでしまうのを防ぐため、ロック・ブッシン
グがついています。

ヘッドを交換する
1. すべてのチューニング・ボルトとワッシャーを取
り外します。

ヘッド交換中にロック・ブッシングがフレームから外れてし
まったときは、次の図のようにロック・ブッシングの十字の
溝とフレームの十字の壁の位置を合わせて、強く押し込んで
ください。
fig.P05.j

KD-80 と PD-80Rのヘッドを交換するときは、ロック・
ブッシング（下図）がフレームから外れないように、ロッ
ク・ブッシングを指で押さえながらチューニング・ボルト
を外してください。
ロック・ブッシングは KD-80 と PD-80R にのみ付いて
います。

ロック・ブッシング

フレーム

チューニング・キー
チューニング・ボルト
ワッシャー

フープ
ロック・ブッシング
フレーム

ロック・ブッシングについて詳しくは、 次の「ロック・
ブッシングについて」 をご覧ください。

2. フープを取り外します。
3. 古いヘッドを取り外します。
4. 新しいヘッドをフレームの上にのせます。
5. ヘッドの上にフープをのせます。

7
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パッドやペダルの設置
3. ブラケットにステーを取り付けます。

KD-80（V キック・トリガー）

ステーの印と、ブラケットの突起部分の位置を合わせ、
手順 2 でゆるめたボルトをチューニング・キーで強く締
KD-80 をご使用になる前に、必ずのヘッドの張り具合を調節
してください（P.6）
。

め付けてください。
fig.K02.j

印を合わせる

フープ
チューニング・
ボルト

ヘッド

ボルト

クッション
センサー

Tボルト
レッグ
ラバー・
フット

スタンド

フット

フレーム
アウトプット・
ジャック

4. レッグのナットをゆるめます。
ステー
ブラケット

5. ラバー・フットを回して、レッグの先端を調節し
ます。
じゅうたんなどの柔らかい床面に設置する場合はスパイ
ク・レッグに、フローリングなどの固い床面に設置する
場合はラバー・レッグに調節してお使いください。
製品出荷時は、ラバー・レッグに調節されています。
スパイク・レッグ

KD-80 を組み立てる

ラバー・レッグ

ナット
スパイク
ラバー・フット

• 指を挟まないように十分に注意して作業を行ってくださ
い。
• このパッケージにはキック・ ペダルおよびビーターは含
まれておりません。市販のキック・ ペダル、プラスチッ
ク・ビーターをお使いください。
フェルト製のビーターをご使用になりますと、 フェルト
が磨耗し、露出した金属部分がヘッドを破るおそれがあ
ります。

1. KD-80 パッドを、ヘッド面を下にして床などの平
らな面に置きます。
2. 付属のチューニング・キーを使用して、ブラケッ
トに付いているボルトをゆるめ、ブラケットを開
きます。
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• スパイクの先端はとがっていますので、取り扱いに注
意して作業を行ってください。
• フローリングなどの床の上でスパイク・レッグをご使
用になりますと、床を傷をつける恐れがありますの
で、ラバー・レッグに調節してお使いください。

6. ラバー・フットのゆるみ防止のため、ナットとラ
バー・フットを強く締め付けて固定します。
ナットとラバー・フットを強く締め付けないと、誤動作
の原因となります。

TD-8KV_j 9 ページ ２００３年７月１６日

水曜日

午後４時１９分

KD-80（V キック・トリガー）

7. ステーの T ボルトをゆるめ、レッグをステーに取り
付けます。
レッグの先端が 2cmほど出るように取り付けてください。
fig.K05.j

アンダー・プレート付きのキック・ペダルをお使いの場合
KD-80 本体の 4 本の足とキック・ペダルのかかと部分が
均等に床に接触するように、レッグの長さを調節してく
ださい。

13. ビーターの打点位置を調節します。
キック・ペダルのビーター取り付け長さと、キック・ペダ
ルの KD-80への左右方向の取り付け位置を調節します。
ビーターの打点位置は、ヘッドの中心に当たるように調
節します。打点位置はヘッドの裏にあるクッションから
はみ出ないように調節してください。

ツイン・ペダルを使う場合
2cmほど
レッグを出します

8. T ボルトを締め付けて、レッグをスタンドに固定し
ます。
9. KD-80 を持ち上げ、スタンドとレッグの 4 本の足で
立てます。
10. スタンドのプレート部の角度が床に対して垂直に
なるように調節します。

KD-80は、ツイン・ペダルを使用した演奏にも対応しています。
2 つのビーターの打点位置は、ヘッドの中心から左右対称になる
ように設置してください。

ツイン・ペダルをご使用になる場合も、市販のプラスチッ
ク・ビーターをお使いください。
fig.K07.j

手順 8 で締め付けた T ボルトをゆるめて、 スタンドのプ
レート部が床に対して垂直になるように、 レッグの長さ
を調節してから、T ボルトを強く締め付けてください。

11. お持ちのキック・ペダルに、市販のプラスチッ
ク・ビーターを取り付けます。
12. キック・ペダルを KD-80 本体に取り付けます。
fig.K06.j

レッグの
長さ調節

主な仕様
アンダー・
プレート

スタンド・
プレート部

かかと部分

60°

90°

KD-80：V キック・トリガー
パッド・サイズ：8 インチ
トリガー：1
外形寸法：440（幅）× 340（奥行き）× 465（高さ）mm
質量：4.8kg

• キック・ペダルを、KD-80 に確実に取り付けてください。
• キック・ペダルを踏んだときに、機械ノイズ（がたつ
き）が出ないようにしてください。
• KD-80 は、ドラム・スタンドや他のパッドに触れない
ようにセッティングしてください。

9

TD-8KV_j 10 ページ ２００３年７月１６日
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午後４時１９分

PD-80R／ PD-80（Vパッド）／ CY-12R/C（V シンバル）

PD-80R ／ PD-80（V パッド）
PD-80R、PD-80 をご使用になる前に、必ずのヘッドの張り
具合を調節してください（ P.6）
。
fig.P01.j

フープ
（リム）

TD-8 で打点位置を検出するための設定
TD-8 では、PD-80R のヘッドの打点位置による音色変化が
得られます。このとき、ヘッドをたたいた位置を正確に検出
するために、ヘッドの張りを均一に調節する必要があります。
詳しい調節方法については、TD-8 の取扱説明書をご覧くだ
さい。

センサー

TD-8 で打点位置検出が可能なトリガー・インプットは、
3（SNARE）のみです。

ヘッド

主な仕様
PD-80R：V パッド

スタンド
取り付けネジ

ワッシャー
チューニング・ボルト
アウトプット・ジャック

パッド・サイズ：8 インチ
トリガー：2（ヘッド、リム）
外形寸法：245（幅）× 310（奥行き）× 95（高さ）mm
質量：1.7kg
PD-80：V パッド

ホルダー
フレーム

スタンドに取り付ける

パッド・サイズ：8 インチ
トリガー：1（ヘッド）
外形寸法：245（幅）× 310（奥行き）× 95（高さ）mm
質量：1.6kg

CY-12R/C（V シンバル）

PD-80R、PD-80をスタンド（MDS シリーズ）に取り付けます。
fig.P02.j

しまる

ベル

ゆるむ

ボウ
エッジ
BOW/BELL
アウトプット・
ジャック

ロッド
ホルダー内部のパイプに
ロッドを通してください。

PD-80R、PD-80 をパッド・マウントに取り付けるときは、
スタンド取り付けネジを確実に締めてください。 確実に取り
付けられていないと、パッドが落下してけがをする恐れがあ
ります。

BOW/EDGE
アウトプット・
ジャック

シンバル・マウントに取り付ける
CY-12R/C を、別売のドラム・スタンド（MDS シリーズ）
のシンバル・マウントに取り付けます。

1. シンバル・マウントに付属のウィング・ナット、
フェルト、カラー、ワッシャーを取り外します。
2. 付属のチューニング・キーでまわり止めのボルト
を締めます。
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水曜日

午後４時１９分

CY-12R/C（V シンバル）

まわり止めは CY-12R/C の回転を防ぎ、ケーブルが引っ
張られたり、スタンドにからまったりしないようにする
ためのものです。
fig.CY-03.j

CY-12R/C の演奏方法
ボウ・ショット
シンバルの打面をたたく最も一般的な奏法です。接続したト
リガー・インプットのヘッド側の音色が鳴ります。

まわり止め
（向きに注意）

付属のチューニング・キーで
締めつける

fig.04.j

ボウ

3. 図の向きに合わせて、CY-12R/C を取り付けます。
ボルトがアウトプット・ ジャックの反対側になるように
してください。

4. ウィング・ナットを適度な揺れが得られるように
締めます。
CY-12R/C に付属のフェルト・ワッシャーとウィング・
ナットをお使いください。
fig.CY04.j

エッジ・ショット
エッジ（シンバルの端）をスティックのショルダー部でたた
く奏法です。接続したトリガー・インプットのリム側の音色
が鳴ります。

エッジ・ショットをするときは、ドラム音源のリム・ショットが
可能なトリガー・インプット・ジャックに接続してください。
fig.05.j

ウイング・ナット

エッジ・センサー

フェルト・
ワッシャー

• ウイング・ナットの締め付けがゆるいと、 2 度鳴りする
ことがあります。
• ドラム・スタンド（MDS シリーズ）に付属のワッシャー
とフェルトは使用しません。

ベル・ショット
ベルをたたく奏法です。接続したトリガー・インプットのリ
ム側の音色が鳴ります。

アウトプット・ジャックについて
CY-12R/C には、BOW/BELL と BOW/EDGE の 2 つのアウ
トプット・ジャックがあります。
ボウとベルを鳴らしたいとき（ ライド・シンバル用）は
BOW/BELL アウトプット・ジャックを、 ボウとエッジを鳴
らしたいとき（クラッシュ・ シンバル用）は BOW/EDGE ア
ウトプット・ジャックをお使いください。

• ベル・ショットをするときは、ドラム音源のリム・
ショットが可能なトリガー・インプット・ジャックに接
続してください。
• ベル・ショットをするときは、スティックのショルダー
部でやや強くたたいてください。
fig.05.j

ベル

BOW/BELL または BOW/EDGE のどちらか 1 つのアウト
プット・ジャックのみを使用してください。 両方接続すると、
2 つのトリガー・ インプットの音が同時に鳴ってしまいます。
アウトプット・
ジャック

対応している奏法

鳴らす音色

BOW/BELL

ボウ・ショット（P.11）
ベル・ショット（P.11）

ヘッド側
リム側

チョーク奏法（P.12）
ボウ・ショット（P.11）

−
ヘッド側

エッジ・ショット（P.11）
チョーク奏法（P.12）

リム側
−

BOW/EDGE
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午後４時１９分

CY-12R/C（V シンバル）／ PD-7（パッド）

チョーク奏法
シンバルをたたいた後にエッジ付近を手でつかむと発音中の
音をミュートできます。

※ CY-12R/C を正しく取り付けていても 2 度鳴りしてしま
う場合は、TD-8 のリトリガー・キャンセルなどのトリ
ガー・パラメーターを調整してください。

主な仕様
チョーク奏法をするときは、 ドラム音源のリム・ショットが
可能なトリガー・インプット・ ジャックに接続してください。

CY-12R/C：V シンバル ライド／クラッシュ
パッド・サイズ：12 インチ

fig.07.jj

トリガー：3（ボウ、ベル、エッジ）
エッジ・センサー

外形寸法：300（幅）× 300（奥行き）× 51（高さ）mm
質量：1.1kg

PD-7（パッド）

エッジ・ショットで音色が変わらない
• BOW/EDGE アウトプットに接続していますか？
CY-12R/C をエッジ・ ショットに対応させるためには
BOW/EDGE アウトプットに接続してください（P.11）
。
• エッジ・センサーのあるエリアをたたいていますか？
CY-12R/C は手前部分だけにエッジ・ センサーが組み込
まれています（P.11）
。

ベル・ショットで音色が変わらない
• BOW/BELL アウトプットに接続していますか？
CY-12R/C をベル・ ショットに対応させるためには
BOW/BELL アウトプットに接続してください（P.11）
。
• ベル・ショットをするときは、スティックのショルダー部
でやや強くたたいてください（P.11）
。
• 「Scan Time」を調整してください。

リム
スタンド
取り付けネジ

アウトプット・ジャック

ライド・シンバルの音がおかしい
（他のシンバルの音が同時に聞こえる）
• CY-12R/CのBOW/BELLアウトプットまたはBOW/EDGE
アウトプットのどちらか一方のみを TD-8 に接続してご使
用ください (P.11)。

スタンドに取り付ける
PD-7 をスタンド（MDS シリーズ）に取り付けます。

ロッドをアイ・ボルトに通します
アイ・ボルト
ロッド

PD-7 をパッド・マウントに取り付けるときは、スタンド取
り付けネジを確実に締めてください。確実に取り付けられて
いないと、パッドが落下してけがをする恐れがあります。

主な仕様
PD-7：パッド

2 度鳴りしてしまう

パッド・サイズ：7.5 インチ

• ケーブルが CY-12R/C に触れていませんか？
ケーブルが本体に触れないように、ケーブル・タイでケー
ブルを固定してください。またたたいた時の揺れで、ケー
ブルが引っ張られないように注意してください（P.15）
。
• まわり止め、フェルト・ワッシャー、ウイング・ナットを
正しく取り付けていますか？
まわり止めやウイング・ナットがぐらついていると 2 度鳴
りすることがあります。ドラム（チューニング）・キーで
しっかりと取り付けてください（P.10）
。

トリガー：2（ヘッド、リム）

12

ポラリティー・スイッチ

「− (Roland)」側

チョーク奏法ができない
• エッジ・センサーのあるエリアをチョークしていますか？
CY-12R/C は手前部分だけにエッジ・ センサーが組み込
まれています（P.12）
。

ヘッド

ホルダー

トラブル・シューティング

外形寸法：192（幅）× 230（奥行き）× 65（高さ）mm
質量：0.8kg

TD-8KV_j 13 ページ ２００３年７月１６日

水曜日

午後４時１９分

FD-6（ハイハット・コントロール・ペダル）／TD-8（パーカッション・サウンド・モジュール）

FD-6 （ハイハット・コントロール・ペダル）

TD-8（パーカッション・サウンド・モジュール）
TD-8 本体にスタンド・ホルダー（別売のドラム・スタンド
に付属）を取り付けます。

踏み込み量の調整
深くなる
アームをずらす
浅くなる

付属のチューニング・キーで
ゆるめ、調整後に締めつける

せまい
ペダル・プレート

広い

コントロール・アウト・ジャック

アンカー・ボルトの取り付け
（じゅうたんに設置する場合）
アンカー・ボルト
アンカー・ボルト用
スプリング

• スタンド・ホルダーの取り付けには、TD-6 の底面の 4 本
のネジ（12mm、M5x12）をはずしてお使いください。
他のものを使うと、故障の原因になります。
• 本体を裏返す際は、ボタン、つまみなどを破損しないよ
うに、新聞や雑誌などを重ねて本体の四隅や両端に敷い
てください。また、その際、ボタン、つまみなどが破損
しないような位置に配置してください。
• 本体を裏返す際は、落下や転倒を引き起こさないよう取
扱いにご注意ください。

• アンカー・ボルトの先端はとがっていますので、 取り扱
いに注意して作業を行ってください。
• フローリングなどの床の上でアンカー・ ボルトをご使用
になりますと、床を傷つける恐れがありますので、 使用
しないでください。
• 長期間使用しないときは、 踏み込み量が深くなるように
アームをずらして固定してから保管してください。
• ペダル・プレートを踏み込んだままの状態で長時間放置
しないでください。故障の原因となります。

TD-8 の取扱説明書では、ハイハット・コントロール・ペダ
ル FD-7 として説明しています。FD-6 に置き換えてお読みく
ださい。

主な仕様
FD-6：ハイハット・ コントロール・ペダル
外形寸法：160（ 幅）× 395（奥行き）× 120（高さ）mm
質量：1.4kg（アンカー・ボルトを含む）
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パッドやペダルと TD-8 を接続する
他の機器と接続するときは、 誤動作やスピーカーなどの破損を防ぐため、必ずすべての機器の音量を絞った状態で電源を切って
ください。
fig.KIT01.j

クラッシュ
CY-12R/C
ライド
CY-12R/C
タム1
PD-80
TD-8

ハイハット
PD-7

タム2
PD-80

キック
KD-80
スネア
PD-80R
ハイハット・
コントロール・ペダル
FD-6

14

タム3
PD-80
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パッドやペダルと TD-8 を接続する

付属のケーブルについて

CY-12R/C を接続する

パッドやペダルを、付属のケーブルを使って TD-8 に接続し
ます。
• 図の番号と、TD-8 リア・パネルのトリガー・インプッ
ト・ジャックの番号を合わせてください。
• 付属のケーブルは、L 字型になっているプラグをパッド
に接続してください。 パッドに無理な力がかかるのを防
ぐことができます。

1. CY-12R/C のアウトプット・ジャック（どちらかひ
とつ）と、TD-8 のトリガー・インプット・ジャッ
クを、付属のケーブルで接続します。
クラッシュ用は BOW/EDGE アウトプット・ジャック
を、ライド用は BOW/BELL アウトプット・ジャックを
使用します。

2. ケーブルを、ケーブル・タイで固定します。

fig.KIT02.j

1m

たたいたときのシンバル本体の揺れでケーブルが引っ張
られないように、ゆとりをもたせた状態にします。
fig.CY04.j

突起を手前に

2m

ゆとりを
もたせる

ケーブルに巻きつける

パイプに巻き、
すべり落ちないよう
締めつける

ケーブル・タイで
ケーブルを固定する

3.5m

突起に穴を
引っかけて固定

ケーブルがシンバル本体やスタンドに触れないように注
意してください。ケーブルが触れると 2 度鳴りするなど
誤動作の原因となります。

（CY-12R/Cに付属）

（CY-12R/Cに付属）

接続が終わったら、TD-8 の設定をしてください。
製品出荷時は、TD-8KV に最適な設定（トリガー・バンク 1）になっています。

1. ［SETUP］→［F1（TRIG）
］を押します。
2. 次の画面図の設定になっていることを確認します。
fig.bank1

3. 設定が異なるときは、TD-8 の取扱説明書にしたがって、トリガー・タイプを設定します。
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お問い合わせの窓口
＜電話＞ 受付時間：午前10時〜午後5時（土、日曜、祝日および弊社規定の休日を除く）
DTM商品の取り扱いに関するお問い合わせ先・・・ローランドDTMホットライン

■ 東京 TEL (03) 3251-5791 ■ 大阪 TEL (06) 6345-9785 ■ 浜松 TEL (053) 414-7005
ビデオ関連商品の取り扱いに関するお問い合わせ先・・・ローランド・ビデオキャンバス・ホットライン

■ 東京 TEL (03) 3251-3429 ■ 大阪 TEL (06) 6345-9789 ■ 浜松 TEL (053) 414-7530
その他の商品の取り扱い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

■ 東京 TEL (03) 3251-6150 ■ 大阪 TEL (06) 6345-9500 ■ 浜松 TEL (053) 414-7120
＜住所＞ 〒433-8118 静岡県浜松市高丘西4-7-19 ローランド浜松流通センター
修理に関するお問い合わせは・・・ 商品をお求めの販売店か「サービスの窓口」に記載の営業所、またはサービス
ステーションまでご相談ください。「サービスの窓口」は保証書に同封、もし
くは封筒の裏面に記載されています。
※上記窓口の名称、所在地、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。
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取扱説明書の英語版（有料）をご希望の方は、販売店にお問い合わせください。
If you should require an English Owner’s Manual (at a modest fee), please contact an authorized Roland distributor.
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