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Trigger cable connection / トリガーケーブルの接続 / 
连接触发器连接线

Setup Guide / 組み立てガイド / 安装指南

Read this in conjunction with the aDrums Owner’s Manuals.
aDrums 取扱説明書と合わせてお読みください。
请结合 aDrums 使用说明书一起阅读本文件。

JA ZHEN

RIDE aD-C18

Cymbal Stand  
ADA-CS

Tom/Cymbal Stand  
ADA-TCS

CRASH aD-C16

HI-HAT aD-H14

aD5 Mount  
ACC-MPC

TOM 1 aD-T10

TOM 3 aD-T13

KICK aD-K18

SNARE  
 aD-S13

EN • Kick pedal and hi-hat stand are sold separately.
• For the aD-H14 hi-hat, also connect the included AC adapter. For details, refer to the owner’s manual of the aD-H14.
• Attach the included plug cap to unused T2 plug. Touching an unused plug to metallic things can cause unintended triggering.

JA • キックペダル、ハイハットスタンドは別売です。
• aD-H14 ハイハット付属の AC アダプターも接続します。詳しくは aD-H14 の取扱説明書をご覧ください。
• 付属のプラグキャップを未使用の T2 プラグに装着してください。未使用プラグが金属に触れると誤発音の原因になります。

ZH • 请另购底鼓踏板和踩镲支架。
• 当您使用 aD-H14 踩镲时， 请同样连接随其附属的 AC 适配器。 详细信息请参阅 aD-H14 使用说明书。
• 请将随设备附属的端口护帽套在 T2 端口上。 未使用的端口碰触金属物件将会引起不必要的信号触发。

Setup example / セットアップ例 / 安装举例
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Setup example / セットアップ例 / 安装举例
[EXPANDED SET]

RIDE aD-C18

Cymbal Stand  
ADA-CS

Tom/Cymbal Stand  
ADA-TCS

Tom/Cymbal Stand  
ADA-TCS

CRASH aD-C16

AUX 1 aD-C16

HI-HAT aD-H14

aD5 Mount  
ACC-MPC

TOM 1 aD-T10TOM 2 aD-T10

TOM 3 
 aD-T13

SNARE  
 aD-S13

KICK aD-K18

Trigger cable connection / トリガーケーブルの接続 / 
连接触发器连接线
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EN • Kick pedal and hi-hat stand are sold separately.
• For the aD-H14 hi-hat, also connect the included AC adapter. For details, refer to the owner’s manual of the aD-H14.
• To connect pads to the AUX 1 or AUX 2 trigger inputs, use the included trigger cable with each pad.

JA • キックペダル、ハイハットスタンドは別売です。
• aD-H14 ハイハット付属の AC アダプターも接続します。詳しくは aD-H14 の取扱説明書をご覧ください。
• AUX 1、AUX 2 は、付属のトリガーケーブルで接続してください。

ZH • 请另购底鼓踏板和踩镲支架。
• 当您使用 aD-H14 踩镲时， 请同样连接随其附属的 AC 适配器。 详细信息请参阅 aD-H14 使用说明书。
• 如果您想将打击垫连接 AUX 1 或 AUX 2 触发输入接口， 请使用随各打击垫附属的触发器连接线。
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