
Check the Included Items
Before you begin assembling the stand, check that all the items 
were supplied.

Symbol Name Quantity

A Bench seat 1

B Legs 4

C Hex bolts *1 4

D Washers *1 4

E Spring washers *1 4

F Wrench *2 1

*1: Attached to the legs.

*2: Attached to the bench seat.

* To prevent injury, work gloves should be worn while 
performing the assembly.

* When removing the wrench from the bottom of the seat, pay 
attention to the tip of the holder.

Assembly
1. Place the bench seat (A) upside down in a stable 

location.
* When placing the bench seat upside down, take care to 

protect the seating surface from damage. Handle it with care 
so that it does not fall or overturn.
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2. Attach the legs (B).
Place a spring washer (E) and a washer (D) on each hex bolt (C), 
and provisionally tighten each leg (B). At this time, tighten the 
hex bolts (C) by hand.

* Place the spring washer (E) and washer (D) on 
the hex bolt (C) in that order.

* Note the position of the screw holes in the legs 
(B) and the holes in the metal � xtures of the 
bench seat (A).
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3. Place the bench in the location in which you are going 
to use it, and tighten the legs (B).
While applying pressure on the seat, go around and tighten each 
hex bolt (C) little by little, while adjusting the position of the legs 
as necessary to prevent any wobbling. In other words, tighten 
the hex bolt for each leg gradually, a little each time, as you go 
around in order starting with leg number 1, then moving to 
number 2, then number 3, then number 4; after which you can 
go back to number 1 and repeat the process.

* If the height of the bench is adjustable, be careful not to 
insert your hand into the metal components of the height 
adjustment mechanism.
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If the bench wobbles after you’ve fastened all the legs, � rst 
loosen the hex bolt for leg number 1. Then, while applying 
pressure to the center of the seat, retighten the hex bolt.

If necessary, repeat this process for the other legs until the 
wobbling is eliminated.

4. Finally, tighten the hex bolts (C) further, and verify that 
none of them are loose. 

* Use the included wrench (F) to � rmly tighten the hex bolts 
(C) until there is no space between the spring washers (E) and 
the washers (D).

OK
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Completed bench

* In the interest of product improvement, the speci� cations 
and/or appearance of this product are subject to change 
without prior notice.

Maintenance
At regular intervals, please check that the hex bolts are � rmly 
tightened and that the legs are stable. If any hex bolts are loose, 
retighten them.

If you notice any other abnormality, immediately stop using the 
bench, and contact your dealer for service.

Musical Instrument Bench Owner’s Manual
Before using this product, carefully read the sections entitled: ”USING THE UNIT SAFELY” and ”IMPORTANT NOTES.” These sections provide important informa-
tion concerning the proper operation of this product. Additionally, the Owner’s manual should be saved and kept on hand as a convenient reference.

USING THE UNIT SAFELY IMPORTANT NOTES
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Used for instructions intended to alert the 
user to the risk of injury or material 
damage should the unit be used 
improperly. 

* Material damage refers to damage or 
other adverse effects caused with 
respect to the home and all its 
furnishings, as well to domestic animals 
or pets. 

Used for instructions intended to alert the 
user to the risk of death or severe injury 
should the unit be used improperly. 

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. 

About       WARNING and       CAUTION Notices About the Symbols

ALWAYS OBSERVE THE FOLLOWING

 WARNING
Do not disassemble or modify by yourself
Do not carry out anything unless you 
are instructed to do so in the owner’s 
manual. Otherwise, you risk causing 
malfunction.

Do not repair or replace parts by yourself
Refer all servicing to your retailer, the 
nearest Roland Service Center, or an 
authorized Roland distributor, as listed 
on the “Information.”

Do not use or store in the following types of 
locations

• Subject to temperature extremes (e.g., 
direct sunlight in an enclosed vehicle, 
near a heating duct, on top of heat-
generating equipment); or are

• Damp (e.g., baths, washrooms, on wet 
� oors); or are

• Exposed to steam or smoke; or are

• Subject to salt exposure; or are

• Exposed to rain; or are

• Dusty or sandy; or are

• Subject to high levels of vibration and shakiness.

Do not place in an unstable location
Otherwise, you risk injury as the result of 
this product toppling over or dropping 
down.

Be cautious to protect children from injury
Always make sure that an adult is 
on hand to provide supervision and 
guidance when using this product in 
places where children are present, or 
when a child will be using this product.

Do not drop or subject to strong impact
Otherwise, you risk causing damage or 
malfunction.

 CAUTION
Take care so as not to get � ngers pinched
When handling the following moving 
parts, take care so as not to get � ngers, 
toes, etc., pinched. Whenever a child uses 
this product, an adult should be on hand 
to provide supervision and guidance.

• Height adjustment handle

Precautions concerning use of bench
When using the bench, please observe 
the following points:

• Do not use the bench as a toy, or as a 
stepping stool.

• Do not allow two or more persons to 
sit on the bench.

• Do not adjust the height while sitting 
on the bench.

• Do not sit on the bench if the bolts holding 
the bench legs are loose. (If the bolts are loose, 
immediately re-tighten them using the supplied 
tool.)

• Never insert your hand into the gap (the metal 
height adjustment mechanism) under the seat 
lid. Doing so may cause your hand to be pinched 
or injured.

Keep small items out of the reach of children
To prevent accidental ingestion of the 
parts listed below, always keep them out 
of the reach of small children.

• Included Parts

• Washers

• Spring washers

Placement
• Do not expose this product to direct sunlight, 

place it near devices that radiate heat, leave it 
inside an enclosed vehicle, or otherwise subject 
it to temperature extremes. Also, do not allow 
lighting devices that normally are used while 
their light source is very close to this product 
(such as a piano light), or powerful spotlights 
to shine upon the same area of this product for 
extended periods of time. Excessive heat can 
deform or discolor this product.

• Do not allow rubber, vinyl, or similar materials to 
remain on this product for long periods of time. 
Such objects can deform or discolor this product.

• Do not paste stickers, decals, or the like to this 
product. Peeling such matter o¡  this product 
may damage the exterior � nish.

• Do not place containers or anything else 
containing liquid on top of this product. Also, 
whenever any liquid has been spilled on the 
surface of this product, be sure to promptly wipe 
it away using a soft, dry cloth.

Maintenance
• If the unit should become soiled, wipe it with a 

soft dry cloth or a � rmly wrung-out cloth. Wipe 
with even pressure across the entire unit. The 
� nish may be damaged if you strongly rub only a 
speci� c location.

• Never use benzine, thinners, alcohol or 
solvents of any kind, to avoid the possibility of 
discoloration and/or deformation.

Additional Precautions
• Do not apply excessive force to the height 

adjustment handle, since this could cause 
malfunctions.

• When you need to transport this product, pack 
it in shock-absorbent material. Transporting 
this product without doing so can cause it to 
become scratched or damaged, and could lead 
to malfunction.

• When adjusting the height of the seating 
surface, take care not to pinch your � ngers in the 
movable parts. If the unit is used where small 
children are present, you must provide adult 
supervision and guidance.

• This unit is a bench speci� cally designed for 
use with musical instruments. Use it only when 
playing a musical instrument. Sit on the center 
of the bench.

• In some cases, the color of your clothing might 
transfer to the seating surface. Do not use this 
bench when wearing dark-colored clothing.

• If you use this bench on a wood � oor or a woven 
mat, the legs of the bench could leave marks on 
its surface. In such cases, we recommend that 
you place a rug or similar protective surface 
under the bench.

• If you tighten the height adjustment handle 
excessively, it may stop working.

* 5 1 0 0 0 4 1 3 1 2 - 0 1 *

WARNING
This product contains chemicals known to cause cancer, birth defects and other reproductive harm, including lead.

For C.A. US (Proposition 65)
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部品の確認
組み立てる前に、部品がそろっていることを確認してください。

記号 名称 個数
A 椅子本体 1
B 脚 4
C 六角ボルト *1 4
D ワッシャー *1 4
E スプリング・ワッシャー *1 4
F スパナ *2 1

*1：脚に付いています。
*2：椅子本体に付いています。
※ けが防止のため、作業用手袋をはめて組み立てをしてく
ださい。

※ 座面裏のスパナを取りはずすときは、固定具の先端に注
意してください。

組み立てかた

1. 椅子本体（A）の座面を裏返し、安定した場所に置き
ます。
※ 椅子を裏返すときは、破損を防ぐため座面などを保護し
てください。また、落下や転倒を引き起こさないよう取
り扱いに注意してください。
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2. 脚（B）を取り付けます。
六角ボルト（C）に、スプリング・ワッシャー（E）とワッシャー
（D）を取り付け、脚（B）を仮止めします。このときは手で
六角ボルト（C）を締めてください。
※ スプリング・ワッシャー（E）、ワッシャー（D）
の順で、六角ボルト（C）に取り付けます。

※ 脚（B）のネジ穴と椅子本体（A）の金具の
穴の位置を確認してください。
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3. 設置場所に椅子を置き、脚（B）を固定します。
座面の中央を押さえ、ガタつきが少なくなるように脚の取り
付け位置を上下に調整します。取り付け位置が決まったら、
付属のスパナ（F）を使って六角ボルト（C）を少しずつ締
めていきます。
このとき、六角ボルトを締める脚は 1 → 2 → 3 → 4 → 1 
→・・・と順番に変えながら締めてください。
※ 高低自在椅子の場合は、昇降装置の金属部に手を入れな
いようご注意ください。
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脚を固定したあともガタつく場合は、いったん 1番の脚の
六角ボルトをゆるめ、座面の中央を押さえながらゆるめた六
角ボルトを締め直します。ガタつきが収まるまで、ほかの脚
に対してもこの調整を繰り返してください。

4. 最後にもう一度、六角ボルト（C）の増し締めをして、
ゆるみがないことを確認します。
※ 付属のスパナ（F）を使い、六角ボルト（C）と、スプリ
ング・ワッシャー（E）、ワッシャー（D）の隙間がなく
なるまでしっかりと締め付けてください。
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完成図

※ 製品の仕様や外観は、改良のため予告なく変更すること
があります。

メンテナンス
定期的に六角ボルトの締め付けや脚の安定感などを点検して
ください。六角ボルトのゆるみがある場合は締め直してくだ
さい。
その他の異常が発生したときは、直ちに使用を中止し、お買
い上げの販売店またはローランドお客様相談センターに相談
してください。

楽器専用椅子 取扱説明書 安全上のご注意
本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、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。

©2014 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。
Roland は、日本国およびその他の国におけるローランド株式会社の登録商標または商標です。
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 警告
分解や改造をしない
取扱説明書に書かれていないことはし
ないでください。故障の原因になりま
す。

個人で修理や部品交換はしない
必ずお買い上げ店またはローランドお
客様相談センターに相談してくださ
い。

次のような場所で使用や保管はしない
• 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
• 湯気や油煙が当たる場所
• 塩害の恐れがある場所
• 雨に濡れる場所
• ほこりや砂ぼこりの多い場所
• 振動や揺れの多い場所

不安定な場所に設置しない
転倒や落下によって、けがをする恐れ
があります。

お子様がけがをしないように注意する
お子様のいる場所で使用する場合やお
子様が使用する場合、必ず大人のかた
が、監視／指導してあげてください。

落としたり、強い衝撃を与えたりしな
い
破損や故障の原因になります。

 注意
指などをはさまないように注意する
下記の可動部を操作するときは、指な
どをはさまないように注意してくださ
い。お子様が使用されるときは、大人
のかたが監視／指導してください。
• 昇降ハンドル

椅子を使用するときの注意
椅子を使用するときは、必ず次の事項
を守ってください。
• 椅子で遊んだり、踏み台にしたりし
ない。
• 2 人以上で腰掛けない。
• 腰掛けたままで、高さ調節しない。
• 椅子の脚を止めているボルトがゆる
んでいたら、腰掛けない。（ゆるみがあるとき
は随時付属の工具で締め直してください）
• シート下の隙間（昇降装置の金属部）には絶対
に手を入れないでください。手をはさんだりけ
がをしたりする恐れがあります。

小さな部品はお子様の手の届かないと
ころに置く
下記の部品はお子様が誤って飲み込ん
だりすることのないよう手の届かない
ところへ保管してください。
• 付属品
• ワッシャー
• スプリング・ワッシャー

使用上のご注意
設置について
• 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。
また、至近距離から照らす照明器具（ピアノ・
ライトなど）や強力なスポット・ライトで長
時間同じ場所を照らさないでください。変形、
変色することがあります。

• 本製品の上にゴム製品やビニール製品を長時
間放置しないでください。変形、変色するこ
とがあります。

• 本製品にシールなどを貼らないでください。
はがす際に外装の仕上げを損なうことがあり
ます。

• 本製品の上に液体の入った容器などを置かな
いでください。また、表面に付着した液体は、
速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
• お手入れは、柔らかい布で乾拭きするか、固
く絞った布で汚れを拭き取ってください。全
体を均一の力で拭くようにします。同じとこ
ろばかり強くこすると、仕上げを損なうこと
があります。

• 変色や変形の原因となる、ベンジン、シンナー、
アルコール類は使用しないでください。

修理について
• お客様が本製品または付属品を分解（取扱説
明書に指示がある場合を除く）、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。

その他の注意について
• 故障の原因になりますので、昇降ハンドルな
どなどに過度の力を加えないでください。

• 輸送や引っ越しをするときは、本製品を緩衝
材などで十分に梱包してください。そのまま
移動すると、傷、破損、故障の原因になります。

• 本製品が入っていた梱包箱や緩衝材を廃棄す
るときは、各地域のゴミの分別基準に従って
ください。

• 座面の高さを調節するときは、可動部に指を
はさまないように注意してください。お子様
のいる場所で使用する場合は、必ず大人のか
たが監視／指導してください。

• 本製品は楽器専用椅子です。楽器演奏のみに
お使いください。また、椅子の中央に座って
お使いください。

• 座面部分に衣類の色が移る場合があります。
色の濃い衣類を着用して使用しないでくださ
い。

• フローリングの床や畳の上でお使いになる場
合、椅子の脚で傷を付けてしまうことがあり
ます。椅子の下にマットなどの保護材を敷い
てお使いになることをおすすめします。

• 昇降ハンドルを閉めすぎると、ハンドルが動
かなくなることがあります。

安全上のご注意

火災・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

取り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
損害を表しています。

取り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
される内容を表しています。警告

注意

注意の意味について警告と 図記号の例

● は、強制（必ずすること）を表しています。
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」を表しています。

　 は、注意（危険、警告を含む）を表しています。
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
しています。

　 は、禁止（してはいけないこと）を表しています。
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」を表しています。


