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YPS200

Make sure to read the “PRECAUTIONS” on page 2.
Lesen Sie unbedingt die “VORSICHTSMASSNAHMEN” auf Seite 2.

Assurez-vous de lire “PRÉCAUTIONS D’USAGE” à la page 2.
Asegúrese de leer “PRECAUCIONES” en la página 2.

Certifique-se de ler “PRECAUÇÕES” na página 2.
Обязательно прочтите разделы «ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ» на стр. 2.

E
n

g
li

s
h

D
e

u
ts

c
h

F
ra

n
ç

a
is

E
s

p
a

ñ
o

l
P

o
rt

u
g

u
ê

s
P

у
с

с
к

и
й

Owner’s Manual

Benutzerhandbuch

Mode d’emploi

Manual de instrucciones

Manual do Proprietário

Руководство пользователя

KOZH-TWRUPTESFRDEEN ZH-CN



2

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくご使用いただき、お客様やほかの方々への危害や
財産への損害を未然に防止するためのものです。必ずお守りください。
お子様がご使用になる場合は、保護者の方または指導者の方が以下の内容をお子様にご徹底くださいますよう
お願いいたします。
お読みになったあとは、使用される方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

■ 記号表示について

この製品や取扱説明書に表示されている記号には、次のような意味があります。

安全上のご注意
ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みください。

注意喚起を示す記号 禁止を示す記号 行為を指示する記号

 警告
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡又は重傷を負うおそれがある内容を示しています。

パーカッションスタンド(以下スタンド)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。
必ず実行

設置

スタンドおよび楽器をぐらついた台の上や傾
いた所など、不安定な場所に置かない。
楽器が落ちたり、スタンドが倒れたりして
けがの原因になります。

取り扱い

スタンドおよび楽器にもたれかかったり、
乗ったりしない。
楽器が落ちたり、スタンドが倒れたりして大
けがをすることがあります。

スタンドの高さを変更する際は、必ず楽器を
スタンドから取り外してから調整を行う。
楽器を乗せたまま高さ変更を行うと、楽器が
落ちたり、スタンドが倒れたりしてけがの原
因となります。

スタンドおよび楽器のまわりで遊ばない。
身体をぶつけてけがをするおそれがあります。
楽器の転倒の原因にもなりますので、お子様が
楽器のまわりで遊ばないように注意してくださ
い。

地震の際にはスタンドに近づかない。
強い揺れでスタンドが転倒し、けがの原因とな
ります。

パイプの端面および内面でけがをしないよう
に注意する。
パイプの端面や内面のバリなどでけがをするお
それがあります。

禁止

禁止

禁止

禁止

禁止

必ず実行

移動
キャスターで移動する時には、以下に注意する。

滑らかな平坦面でのみ行う。
楽器が落ちたり、スタンドが倒れたりして
けがの原因になります。

側枠の上部をささえ、
進行方向へゆっくりと
押す。
楽器が落ちたり、スタ
ンドが倒れたりして
けがの原因になります。

傾いた所や凸凹のある道、じゃり道は避ける。
楽器が落ちたり、スタンドが倒れたり暴走し
たりしてけがの原因になります。

走らない。
キャスターが止まらなくなって、壁にぶつか
るなどして大けがをすることがあります。

必ず実行

必ず実行

必ず実行

禁止
YPS200 取扱説明書



 注意
この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、財産が損害を受けるおそれがある内容を示しています。

移動するとき以外は、すべてのキャスターの
ロックをかける。
動いたり倒れたりして、けがの原因となります。

移動後には、ボルトやネジのゆるみをチェッ
クし、ゆるんでいる場合は締める。
頻繁に移動するような場合は、スタンドの脚
部のネジがゆるむことがあります。

階段などを使用して当器を運ぶ際は必ず楽器
をスタンドから外して運ぶ。
楽器が落下してけがをすることがあります。

グロッケンシュピールをテーブルの上に置く
ときは、左下の図のように置く。
楽器が落ちたり、スタンドが倒れたりして
けがの原因になります。

必ず実行

必ず実行

必ず実行

必ず実行

楽器本体をテーブルの枠内に納める

グロッケンシュピール以外の楽器(卓上シロ
フォン等)をテーブルの上に置くときは、特に
注意する。
楽器が落ちたり、スタンドが倒れたりして
けがの原因になります。

可動部のすきまに手を入れない。
手を挟んでけがをすることがあります。

付属品以外のネジは使用しない。
破損やけがの原因になります。

打楽器用スタンド以外の目的で使用しない。
破損やけがの原因になります。

必ず実行

テーブルの中心に楽器を置く

禁止

禁止

禁止
ご注意
この製品を末長くご使用いただくために、以下の注意事
項をよくお読みください。

■ ネジについて
スタンド各部のボルトやネジは、位置が決まったらしっ
かりと締め付けて固定してください。ゆるんだ状態で使
用すると、演奏中スタンドの高さに「ずれ」が生じたり、
雑音が出るなどのトラブルの原因となります。また、こ
れらのボルトやネジは、ときどき締め直してお使いくだ
さい。

■ 設置場所について
次のような場所での使用は、故障の原因となりますので
ご注意ください。梱包されたままであっても同様です。
• 窓際などの直射日光の当たる場所や、日中の車内、暖
房機具のそばなど、極端に温度が高い場所
• 温度の特に低い場所
• 湿気やホコリの多い場所
• 振動の多い場所
• 雨水のかかる場所

■ 移動について
移動の際は、ていねいに取り扱ってください。絶対に落
としたり、投げたりしないでください。
キャスターで移動するときは、キャスターのロックを解
除してあるか確かめてから、静かに運んでください。ま
た、平らな床面以外では、必ず持ち上げて運んでくださ
い。

■ キャスターについて
演奏位置が決まったら、キャスターにはロックをかけて
おきましょう。また、使用しないときは、必ずキャス
ターのロックをかけておきましょう。
キャスターのロックを解除するときは、指をはさまない
ようご注意ください。
※足先で解除することをおすすめします。

■ お手入れについて
お手入れの際、シンナー、ベンジン類は使用しないでく
ださい。塗装の変色などの原因となります。乾いた柔ら
かい布で拭いてください。

お知らせ
本書に掲載されているイラストは、すべて操作説明のた
めのものです。したがって、実際の仕様と異なる場合が
あります。
本書に記載されている会社名および商品名等は、各社の
登録商標または商標です。
YPS200 取扱説明書 3
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はじめに
このたびは、ヤマハ パーカッションスタンドYPS200をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
YPS200は、箱型グロッケンシュピールや卓上シロフォンのスタンドとして、また小型打楽器やマレット
などを置くテーブルとして使用できる、キャスター付きのパーカッションスタンドです。
ご使用の前にこの取扱説明書をお読みいただき、末永くご愛用ください。
また、お読みになったあとも、いつでもご覧になれるところに大切に保管していただきますようお願いし
ます。

部品の確認
YPS200の梱包箱には、以下の部品が入っています。
組み立ての前に、すべての部品がそろっていることを確認してください。
※ 部品が不足している場合は、お買い求めになった販売店またはサービス拠点にお問い合わせください。

各部の名称

q取扱説明書(本書)×1 wテーブル×1 e脚×2

r支柱×1 tノブボルト×6
yチューニングキー×1

● 仕様
テーブル寸法(間口×奥行き×高さ)
836×546×38 mm

テーブル内寸法(間口×奥行き)
810×520 mm

高さ調整幅(床面よりテーブル上面までの高さ)
735～1095 mm

質量
15.4 kg

本書は、発行時点での最新仕様で説明しています。
最新版は、ヤマハウェブサイトからダウンロードで
きます。

波状ウレタンフォーム

脚
脚

メモリー
クランプ

支柱

ロック

テーブル

ウィング
ボルト

キャスター

スライド
ガイド
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組み立て方

組み立ては2人以上で行ってください。
• 周囲に十分なスペースを確保してくだ
さい。

安全のため、組み立てが完了するまで
キャスターのロックは解除しないでくだ
さい。

1. 2本の脚を、支柱でつなぎます。
q 脚の連結用突起を、支柱に差し込みます。
このとき、それぞれのネジ穴の位置が重なる
ようにします。

w ネジ穴にノブボルトをはめ込み、仮止めしま
す。

2.テーブルに脚を取り付けます。
q 床にキズを付けないように段ボールや布を敷
き、その上にテーブルを逆さにして置きます。

w テーブル底面と脚の各ネジ穴の位置を合わせ
ます。

e ネジ穴4か所にノブボルトをはめ込み、締め付
けて固定します。

r 手順1 wで仮止めしたノブボルトをしっかり
締めます。

3.転倒や落下に注意しながら、スタンドを起こし
ます。

4.テーブルの高さを調節します。
q 脚のウィングボルト4か所をゆるめます。
w スライドガイドの高さを調節します。
このとき、スライドガイドの目盛りを4か所と
も揃えるようにします。

e 脚のウィングボルトでスライドガイドを仮止
めします。

r チューニングキーで4か所のメモリークランプ
のネジをゆるめ、脚とスライドガイドの境目
に移動させます。

t チューニングキーで4か所のメモリークランプ
のネジを締めて固定します。

y 脚のウィングボルトをしっかり締めて固定し
ます。

5.すべて組み上げたら、各部のボルトやネジがしっ
かりと締まっていることを確認してください。

以上で、組み立ては完了です。

注 意

注 意

w

q

ノブボルト

ネジ穴

脚

連結用突起

支柱

w

w

q テーブル

脚

e ノブボルト

r ノブボルト

分解は、必ず組み立てと逆の手順で
行ってください。

w

qey

w r

rt

チューニング
キー

メモリー
クランプ

脚

スライドガイド

ウィングボルト

目盛り

必ず実行
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保护环境
如果需要废弃设备时，请与本地相关机构联系，
获取正确的废弃方法。
请勿将设备随意丢弃或作为生活垃圾处理。  

10-1 Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamamatsu, 430-8650 Japan


