
VK80  OWNER’S MANUAL / 取扱説明書
このたびはヤマハVK80をお買い上げいただきまして、まことにありが
とうございます。
このVK80は、ご使用のRS80にお取り付けいただくことによりラック
の強度を上げ、より豊富なオプションパーツのご使用を可能にします。
お使いになる前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく取り付
け、安全にご使用ください。

安全へのこころがけ

ご使用の前に、この　「安全へのこころがけ」　をよくお読みのうえ正し

くお使いください。特にお子様には、最初にご家族の方、または指導者

から取扱い方法の指導をお願いいたします。

Thank you for purchasing the Yamaha VK80.
Attaching the VK80 to your RS80 increases the overall
strength of the RS80 to allow the use of more optional parts
and accessories.
Before using, please read this Owner's Manual carefully to
properly attach the product and use it in a safe manner.

人身傷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～　

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。

禁止の行為を告げるものです。

● 行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

PRECAUTIONS
Before using, please read this “Assembly Instruction” sheet,
and use this product in a safe and proper manner.
Especially for children, parents or an instructor should teach the
children the proper manner in which to use the device.

To prevent against accidents and injury
Please follow the cautions listed below

Caution (including danger, or warning). This mark indicates cautions in
which you should pay close attention to.

Acts indicated with this icon are prohibited and should not be attempted.

● This icon indicates acts that you are urged to follow.
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注）RS80の準備及びVK80のレッグコネクタの取付

・センターパイプとセンターバー（細い赤パイプ）を一旦はずして下さい。

・左底パイプをはずして下さい。（付属のチューニングキーをお使い下さい。）

・ゴム脚（左前方）と右サイドアームをはずして下さい。

・サイドパイプ（長・短）の上端・下端よりレッグコネクタを取付けて下さい。

・レッグコネクタの輪の部分の片側をはずしておくと容易に作業できます。

■Set Components / 梱包内容
Leg Connector x2 /
レッグコネクターx2

Center Pipe /
センターパイプ
（VK80）

Leg Connector /
レッグコネクター
（VK80）

Leg Connector /
レッグコネクター
（VK80）

Rubber Foot / ゴム脚

Right Side Arm /
右サイドアーム

Center Pipe /
センターパイプ
（RS80）

Side Pipe(Long) /
サイドパイプ（長）

Left bottom pipe /
左底パイプ

Side Pipe(Short) /
サイドパイプ（短）

Watch your fingers when adjusting clamps. They may be-
come pinched resulting in injury.

Be careful around pipe ends, inside the pipe and screw ends.
Metal shavings, etc. may injure your fingers.

If this symbol is ignored and the equipment is used im-
properly, there is a danger of injury to persons handling
the equipment, and material damage could occur.CAUTION

Center Pipe /
センターパイプ

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

クランプを調節する際、指に注意してください。

指が挟まれてけがをする恐れがあります。

パイプの端面や内面及びネジの先端にご注意ください。

尖った部分等で指にけがをする恐れがあります。

 注意

VK80の各パーツは図を参考にラック全体の強度が上がる位置に取
付けて下さい。
（RS80のセンターバー（細い赤パイプ）はなくても構いません。）

■ Setup Example / セット例
RS80 ＋ VK80

Refer to the illustration and attach each of the VK80's parts to the
designated location on the rack to increase the strength of the
system.
(The RS80's center pipe (the thin red pipe) is no longer needed.)

Caution) Prepare the RS80 and attach the VK80's Leg
Connectors.

• Remove the Center Pipe and Center Bar (the thin red pipe).
• Remove the Left Bottom Pipe (use the supplied tuning key).
• Remove the Rubber Foot (the one attached to the player side of the

pipe) and the Right Side Arm.
• Attach the Leg Connectors to the Side Pipes (Long/Short) above and

below the already attached Leg Connectors.
• Disconnecting one of the Leg Connector's Rings makes the attachment

process easier.


