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● この製品は、ローランド
セッティング・マットです
用しないでください。
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使用上のご注意
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この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
追加
● 本製品は屋内でのみご使用ください。
354a
● 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。

360（改）
● 設置条件（設置面の材質、温度など）によっては本
製品裏面のスポンジが、設置した面に貼り付いたり、
設置した面の表面を変色または変質させたりするこ
とがあります。

お手入れについて

安全上のご注意 

感電・傷害を防止するには 

以下の指示を必ず守ってください 

合に、使用者が
想定される場合
みの発生が想定
しています。 

家屋・家財およ
にかかわる拡大
います。 

合に、使用者が
負う可能性が想
わしています。 

図記号の例 

● 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。 

　 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。 

　 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。 
、以下の指示
ださい。

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

や保存はし

（直射日光
近く、発熱

洗面台、濡
場所

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

火災・

を誤った場
負う危険が
物的損害の
内容を表わ

損害とは、
畜・ペット
を表わして

を誤った場
たは重傷を
る内容を表

について 

告 
TDM-20/TDM-10　取扱説明書
このたびは、ローランド V-Drumsセッティング・マット TDM-20/TDM-10をお買い上げいただき、まことに
ありがとうございます。

設置のしかた 

• 図のように、Roland ロゴがドラム・セットの右後方になるようにセッティングしてください。 

• キック・ペダルの逃げが気になる場合は、市販のマジックテープの硬い面をキック・ペダルの裏面に貼り付けて
ご使用ください。キック・ペダルの逃げが改善されます。

※ キック・トリガー・パッドのスパイクは、ラバー・フットから5mm 以上出さないでください。
5mm 以上出して使用した場合、本製品を突き抜けて床に傷が付く可能性があります。

この製品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」と「使用上のご注意」をよく
お読みください。また、この製品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。

椅子 

Rolandロゴ 

TDM-20

TD-20/TD-12 ドラム・キット 

15
00

m
m

13
00

m
m

Rolandロゴ 

1200mm

椅子 

TDM-10

TD-6/TD-3 ドラム・キット 

安全上のご注意

001
● この製品を使用する前に
扱説明書をよく読んでく

............................................................
004
● 次のような場所での使用
でください。

○ 温度が極端に高い場所
たる場所、暖房機器の
機器の上など）

○ 水気の近く（風呂場、
床など）や湿度の高い

○ 雨に濡れる場所
○ ホコリの多い場所
○ 振動の多い場所

............................................................
005（改）

取扱い
傷害を
および
される
 
※物的
び家
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取扱い
死亡ま
定され

警告 

注意 

注意の意味警告と 

警
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V-Drums 専用の
。他の用途に使

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

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

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

、

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

401a（改）
● 通常のお手入れは、掃除機で表面のほこりを吸い
取ってください。汚れが激しいときは、市販のカー
ペット・クリーナーで汚れを拭き取ってください。丸
洗いはしないでください。

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。

その他の注意について
追加
● 本製品は、日本建築学会「建築物の遮音性能基準と
設計指針」において、遮音等級 L値 45 相当の遮音
効果が得られますが、完全に遮音／防振するための
ものではありません。

追加
● 本製品の上に何も載っていない状態では、本製品が
床の上で滑って動くことがあります。本製品の上に
機材などを運び込む際には十分注意してセッティン
グしてください。
* 4 0

主な仕様
外形寸法
TDM-20：1600（幅）× 1500（奥行）× 8（厚さ）mm
TDM-10：1200（幅）× 1300（奥行）× 8（厚さ）mm

質量
TDM-20：3.0kg
TDM-10：2.1kg

原材料
パイル： BCFナイロン
バッキング：ポリウレタンフォーム＋不織布
タグ： ポリウレタン

※ 本製品には防炎・防汚加工、および制電加工を施し
てあります。

※ 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。
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● この製品を、ぐらつく台の上や傾いた場所
に設置しないでください。必ず安定した水
平な場所に設置してください。

..............................................................................................
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。

..............................................................................................
追加
● 本製品には防炎加工を施してありますが
故意に燃やさないでください。火災の原因
になる場合があります。

..............................................................................................
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IMPORTANT NOTES

 

291a

 

In addition to the items listed under “USING THE 
MAT SAFELY” on this page, please read and 
observe the following:

 

Placement

 

Add

 

• Use this mat indoors only.

 

354a

 

• Do not expose the mat to direct sunlight, place it 
near devices that radiate heat, leave it inside an 
enclosed vehicle, or otherwise subject it to temper-
ature extremes. Excessive heat can deform or 
discolor the mat.

 

360 (modified)

 

• Depending on the material and temperature of the 
surface on which you place the mat, the sponge 
portion of the mat’s underside may adhere to 
flooring surfaces or cause discoloration or degra-
dation of flooring surface materials.

 

Maintenance

 

401a (modified)
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mat be used 

The ● symbol alerts the user to things that must be 
carried out. The specific thing that must be done is 
indicated by the design contained within the circle. In 
the case of the symbol at left, it means that the power-
cord plug must be unplugged from the outlet. 

The      symbol alerts the user to important instructions 
or warnings.The specific meaning of the symbol is 
determined by the design contained within the 
triangle. In the case of the symbol at left, it is used for 
general cautions, warnings, or alerts to danger. 

The       symbol alerts the user to items that must never 
be carried out (are forbidden). The specific thing that 
must not be done is indicated by the design contained 
within the circle. In the case of the symbol at left, it 
means that the unit must never be disassembled. 
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TDM-20/TDM-10 Owner’s Manual
Thank you, and congratulations on your choice of the Roland V-Drums Setting Mat TDM-20/TDM-10.

Setting Up
• Place the mat as shown in the figure, with the Roland logo behind and to the right of the drum set.
• If kick pedal slippage is a concern, attach the hook side of Velcro or other hook-and-loop fastener tape 

(commercially available) to the underside of the kick pedal. This should help secure the kick pedal.

* Ensure that the spike of the kick trigger pad does not extend more than 5 mm from the rubber foot. Use with the spikes 
extending more than 5 mm allows the spikes to penetrate the mat and damage flooring.

Before using this mat, carefully read the sections entitled: “USING THE MAT SAFELY” and “IMPORTANT 
NOTES” (this page). These sections provide important information concerning the proper operation of 
the mat. Additionally, in order to feel assured that you have gained a good grasp of every feature 
provided by your new mat, Owner’s manual should be read in its entirety. The manual should be saved 
and kept on hand as a convenient reference.
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USING THE UNIT SAFELY
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• Never use or store the ma
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• This mat is designed to b

with Roland V-Drums. D
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remove any dust that may have accumulated on the 
surface. In case of more serious soiling, use a 
commercial carpet cleaner to spot-clean, and wipe to 
remove stains. Do not launder or wash the entire 
mat.

402
• Never use benzine, thinners, alcohol or solvents of 

any kind, to avoid the possibility of discoloration 
and/or deformation.

Additional Precautions
Add
• This product is not designed to provide total 

insulation from sound or vibration.
Add
• This mat may move and slip around over the floor 

when nothing has yet been placed on top of it. For 
this reason, you need to be especially careful during 
setup, when you carry in the equipment you intend 
to place on the mat.
* 4 0

TDM-20: 1600 (W) x 1500 (D) x 8 (H) mm
63 (W) x 59-1/16 (D) x 3/8 (H) inches

TDM-10: 1200 (W) x 1300 (D) x 8 (H) mm
47-1/4 (W) x 51-3/16 (D) x 3/8 (H) inches

Weight

TDM-20: 3.0 kg / 6 lbs 10 oz
TDM-10: 2.1 kg / 4 lbs 11 oz

Pile: Nylon Filament
Backing: Soft Urethane Resin + Felt
Tag: Polyurethane

* This product has been treated to resist fire, soiling, and 
static electricity.

* In the interest of product improvement, the specifications 
and/or appearance of this mat are subject to change 
without prior notice.
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• In households with small children, an ad
should provide supervision until the chil
is capable of following all the rules essent
for the safe operation of the mat.

..............................................................................
Add
• Although this mat has been treated to res

fire, do not burn the mat intentionally. 
Doing so may cause fire to break out.

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


