
CAUTION ヤマハ管楽器・教育・打楽器のアフターサービス（修理）につきましては、
お買い上げの販売店または、ご相談窓口をご利用ください。
In reference to after sales service outside of Japan, 
please consult the Yamaha dealer from whom you purchased this product.

安全上のご注意

ティンパニ椅子は、ティンパニとセットで使ったり、単体として使いま
す。室内での置き場所や日常の取扱いについて、下記の注意を必ず守っ
てください。
特に小さなお子様には、最初にご家庭の方、または指導者から取り扱い
方法を指導してください。

人身傷害・物的損害の危険を防止するには
〜以下の指示を必ず守ってください〜

安全にご利用いただくためのご注意

絵表示に
ついて

注意（危険・警告を含む）を促す内容があること
を告げるものです。

行為を強制したり指示する内容を告げる
ものです。

禁止の行為を告げるものです。

・この『安全上のご注意』は、製品を安全に正しくお使いいただ
き、お客様や他の人々への危害や財産への損害を、未然に防
止するために、いろいろな絵表示を使って説明しています。

・絵表示の意味をよく理解してから、本文をお読みください。

警告

本体を組み立てる時は必ずしっかりと差し込んでください。
外れてけがの原因となる恐れがあります。

設置場所は床面が平らで丈夫な所にしてください。
床が傾いていたり段差がありますと不安定となり転倒する恐れがあります。

演奏時以外、椅子に乗ってゆすったりしないでください。
ガスシリンダ部が壊れやすくなったり、ガス圧が弱くなる場合があります。

椅子の上に立ったり、踏み台にしないでください。
転倒したり壊れたりして事故となり、けがの原因となる恐れがあります。

ティンパニ椅子はティンパニの演奏以外には使用しないでください。

椅子は重量がありますので、移動の際は注意して行なってください。

薬品、洗剤等のご使用はお避けください。
座レザー、ツマミ等のお手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、ぬるま湯を
布に含ませよく絞って、行なってください。
変質の恐れがあるため、薬品、洗剤等はご使用にならないでください。

回転部や可動部のすきまに指を入れないでください。はさまれてけがをする
ことがあります。

ガスシリンダの中軸にほこり、ごみが付かないようにお手入れをしてくださ
い。異音がしたり、上下運動の妨げになる恐れがあります。

ボルトやネジがゆるんだままで使わないでください。故障の原因になること
があります。ガタツキが生じている部分のボルトやネジを締め直してご使用
ください。

パイプの端面及び内面にご注意ください。
バリ等で指にけがをする恐れがあります。
故意もしくは不用意に指を突っ込まないでください。

注意

Make sure that all components are attached securely during assembly. 
Incorrect assembly may result in injury.

Position the timpani stool on a �at, stable surface. 
The stool may fall over if placed on an unstable surface such as a sloped or uneven surface.

Never jump on or shake the timpani stool.
Doing so can damage the gas cylinder or weaken pressure in the cylinder.

Never stand on the timpani stool or use it as a ladder.
Falling o� the stool may result in injury or cause damage.

Never use the stool for anything other than its intended purpose.

The stool is heavy. Please take care when moving the stool.

Chemicals, cleaners, etc. should never be used on the stool.
When cleaning the leather seat, knobs, and other parts, wipe with a dry cloth or soak a cloth 
in lukewarm water, wringing it out well before wiping.
Never use any chemicals or cleaners, etc., as they can cause the product to deteriorate.

Never place �ngers close to the stool’s moving parts. Fingers may become pinched 
resulting in injury.

Keep the gas cylinder’s piston section free of dirt and dust.
Dirt and dust may cause noise or hinder the adjustability of the stool.

Do not use the stool with loose bolts or screws. Doing so may result in damage. Retighten 
any loose bolts or screws before using.

Be careful around pipe edges or inside the pipe.
Rough edges, etc. can cause injury.
Never place �ngers inside the cylinder section.

この表示を無視して誤った取扱いをすると、
人が死亡又は重傷を負う危険の恐れがある
内容を示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、
人が障害を負ったり、物的損害を受ける危険
の恐れがある内容を示しています。

販売元・修理お問い合わせ先

ティンパニ椅子／Timpani Stool TPI-100／TPI-100A

取扱説明書／OWNER'S MANUAL

このたびは、ヤマハティンパニ椅子をお買い上げいただき、誠にありがとう
ございます。
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。

Thank you for purchasing the Yamaha Timpani Stool.
To get the most out of the product, we ask that you read this 
owner's manual thoroughly before use.

背もたれ部裏の高さ調節ノブをゆるめ、背もたれ部の高
さを調節します。

背もたれ部の高さ調節を行ないます。

Loosen the height adjustment knob located on the 
backside of the backrest to adjust backrest height.

Adjusting the Backrest Height

高さ調節ノブ
Height Adjustment Knob

高さ調節アジャスター
Height Adjuster

脚掛け
Footrest

高さ調節レバー
Height Adjustment 
Lever

背もたれ部
Backrest

しまる
Tighten

ゆるむ
Loosen

必ず座面に腰掛け、座面左下の高さ調節レバーを上に引
きます。座ったまま少しずつ腰を浮かすと座面が上がり
ます。希望の高さになったらレバーをはなします。
（重量によってシリンダーのストロークが若干変わります。）

座面の高さ調節を行ないます。

To lower the seat, pull up on the height adjuster 
lever while sitting on the seat. To raise the seat, 
take your weight off of the seat and pull up on the 
lever. Release the lever at the determined height. 
(Cylinder movement differs according to weight.)

Adjusting the Seat Height

上に引く
Pull Up

床面との接地が不安定な時は、スタンド脚の高さ調節アジ
ャスターを回します。時計方向に回すと高くなり、反時計
方向に回すと低くなります。

スタンド脚の高さ調節を行ないます。

Use the adjusters to adjust leg height when the 
stool is placed on an uneven surface. Rotate the 
adjusters clockwise to raise the height, or 
counterclockwise to lower its height.

Adjusting the Stand's Leg Height

低

Lower

高

Raise

※しっかりと固定するためには付属品の19mmスパナで上の六
角ナットをしめるようにしてください。

※Lock the adjusters in place using the included 19mm 
nut wrench to　firmly tighten the six-sided nuts 
described above. 

ゆるむ
Loosen

しまる
Tighten

六角ナット
Six-Sided Nut

19mmスパナ（付属品）
19mm Nut Wrench (included)

前後調節ノブ
Angle adjustment knob

前

Forward

後

Back

座面下の前後調節ノブで背もたれまでの距離を調節します。

背もたれ部の前後調節

Use the adjustment knob located under the seat to 
adjust the backrest angle.

Adjusting the Backrest Angle

●シート部（1台）
Seat (1)

●19mmスパナ（1個）
19mm Nut Wrench (1)

●スタンド部（1脚）
Stand (1)

●ガスシリンダー部（1台）
Gas Cylinder (1)

■同梱部品
Package Contents

■組立方法
Assembling the Stool

突起部
Protruding end

中軸
Piston section

中軸
斜線部にごみが溜まるので
綿棒で掃除してください。

Piston Section
Use a cotton swab to clean the shaded area 
where dust tends to accumulate.

※突起部を押すと中軸が飛び出すの
で危険です。

※Pushing on the protruding end of the 
cylinder's piston section can result in 
sudden ejection of the piston, which 
is a danger.

スタンド部にガスシリンダ部を差し
込みます。
Slide the gas cylinder into the 
stand section.

ガスシリンダ部にシート部を差し込みま
す。差し込んだ後に一度座ると圧入され
抜きにくくなります。抜けないことを確
認してから持ち運びしてください。
Slide the gas cylinder into the hole 
on the seat section. Sitting on the 
seat presses the component into 
place, making it difficult to pull 
apart. Move the stool after 
confirming that the seat cannot be 
removed.


