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INTRODUCTION

弊社は、1956年に会社組織となったDelta Electrical Specialty Company (DESCO) が、サーキットレーサー
という電圧及び導通テスターを製造・販売したのが始まりでした。1979年にDesco Industries Inc. (DII)という
親会社が設立され、現在は APR、Desco、Desco Asia、Desco Europe、EasyBraid、EMIT、ESDSｙｓtems.
com、Menda、Protektive Pak、SCS、Statguard Flooringを含むブランドで構成されています。
サーキットレーサーは当初と同じ基本的なデザインで今日でもMendaブランドで販売しています。

DESCO INDUSTRIES INC（以下DIIと称する）の製品は主にアメリカで製造され、また製品によっては英国と
日本の工場でも製造しています。出荷拠点は日本に１ヶ所、英国に2ヶ所、アメリカに10ヶ所あります。
また、SCSブランドはシンガポールにも営業所があります。 DII が製造する主力製品は電子機器製造現場に
おける静電気対策製品であり、製品類としては機器のリワークマシン、静電気防止袋、リストストラップ、
作業台、床マット、ラミネート、フットグラウンダー、静電気対策服、手袋、床材、イオナイザー、データ収集、
常時モニター、テスター、テープ、 ボトル、書類ホルダー、専用ツール、その他作業台付属品などがあります。
また、化学薬品、接地、作業者ID、原材料取扱い、作業者訓練用品などの非ESD製品も製造しております。
さらにお客様のニーズに合わせて特注製品を製造するための機能も備えています。

DII は、新製品の開発や自社のビジネスモデルに合致する企業の買収を通して成長を続けています。 
世界中に広がる販売網により、あらゆる地域のエンドユーザーへサポートを提供いたします。
カスタマーサービスグループは、技術的及びその他のお問い合わせにも対応しております。

電子機器製造現場における静電気の問題をどう解決すべきか、頭を悩ませているエンジニアが多いと思い
ますが、弊社には静電気の蓄積を防止し、絶縁体から静電気を除去し、有害な静電気放電から製品を保護
できる様々な製品があります。 特定の問題を解決するためには、適切な製品を選択することが非常に重要
です。静電気の基本と業界標準を理解することにより、特定の問題に適した解決策を選択できます。Desco 
Asiaは、ESDセミナーや講習会を実施し、あらゆるレベルのエンジニアや技術者、作業者の教育を支援して
います。さらに、御社の新しいESD保護標準を設定する方法や既存の標準を評価する方法を支援できるよう
に、工場でのESD評価と調査も提供しています。

Desco Asiaは、BGAリワークマシン、ハンダ吸取り線、高品質のニッパー、ペンチなど、電子機器生産分野
向けのツールを提供し、ESD問題を超えた解決策を提供します。



Page 3〒289-1115 千葉県八街市八街ほ661-1• 電話：043-309-4470 • Service@DescoAsia.co.jp • DescoAsia.co.jp
ESD

ESD Protective

• SCS 静電気制御のための診断セットは、問題のあるエリアを特定
し、ESD事象を防止するためのハードウェアとソフトウェアを完全に装
備しています。ポータブルで、ESDプロセスを一度に検証するための
データをリアルタイムで取得することができます。 

• セット内容: 
770055 SMPソフトウェア 
770060 接地モニター 
770061 WS Aware モニター 
770066 EM Aware モニター (3台) 
8ポート付きイーサネットスイッチ・ CAT5E ケーブル（6本）

品番 品名

19790 ESD 調査セット、日本向け

品番 品名

770051 ESD 事象探査セット
品番 品名

770050 静電気制御のための診断セット

品番 品名

770045 EOS/ESD 評価セット

• SCS EOS/ESD 調査セットは、ESD関連文献（ESD TR53や
ANSI/ESD S4.1、ANSI/ESD S7.1、ANSI/ESD STM97.1
等）に準拠し、ESD保護エリアにおいて製品の測定や検証、
管理をするために使用します。

• セット内容: 
770760 デジタル表面抵抗器セット  
770765 電極ハンドル 
CTM048-21 EM Eye - ESDイベントメーター 
CTM051 グラウンドプロ 
770718 電界電位測定セット 
06850　ESDトレーニング用板

• SCS ESD 事象探査セットは、ESD事象とその大きさを検出するた
めのハードウェアとソフトウェアを完全に装備しています。ポータブル
で、ESDプロセスを一度に検証するためのデータをリアルタイムに取
得することができます。

• セット内容: 
770055 SMPソフトウェア 
770066 EM Aware モニター (4台) 
5ポート付きイーサネットスイッチ・ CAT5E ケーブル（5本）

• Desco ESD 調査セットは、ESD関連文献（ESD TR53やANSI/ESD S4.1
、ANSI/ESD S7.1、ANSI/ESD STM97.1等）に準拠し、ESD保護エリア
において製品の測定や検証、管理をするために使用します。

• セット内容: 
19290 デジタル表面抵抗器セット 
19295 電極ハンドル 
19219 グラウンドハブモニター 
19249 低抵抗テスター 
19493 電界電位測定セット 
06850 ESDトレーニング用板

                            ESD 調査セット                 EOS/ESD 調査セット

                ESD 事象探査セット
           静電気制御のための診断セット

SURVEY & DIAGNOSTIC KITS
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ESD METERS & SENSORS

品番 品名
CTM048-21 EM Eye - ESD イベントメーター

品番 品名
CTM082 ESD Pro - 放電検知器

品番 品名
CTM051 グラウンドプロ

品番 品名
718 静電気センサー

品番 品名
770718 電界電位測定セット

                ESD Pro - 放電検知器

• 管理プログラムの故障点検および改良のためにESD
事象を検出・回数計測します。

• 作業場でESD事象を迅速に識別・特定するのに便利な
ハンディータイプの検出器

• キャリーケース付き

                EM Eye - ESD イベントメーター

• 静電気放電は静電気に敏感な装置に損傷を与え、
　 ロックアップや異常現象、パラメーターのエラーを引き
 　起こす可能性があるので、静電気放電の検出・回数計測・ 
　 規模の測定をします。
• CSVファイルにデータをダウンロードし、PCで分析する
　 ためのSDカードを装着できます。
• 離れた場所で測定するためのリモートアンテナ付き
• キャリーケース付き

                グラウンドプロ

• 作業場の危険接地要素を確認します。
   直流/交流電圧、EMI電圧、直流インピーダンスを測定。
• IPC-A-610の必要要件であるミリボルト（mV）まで計測。
• 床の電気またはEMIの影響を受けません。
• キャリーケース付き

                静電気センサー

• 静電界をテストするためのポータブルメーターで、対象
物の表面電圧と極性を1インチ（約2.5㎝）の距離で最大
±19.99㎸まで測定します。

• 測定範囲を選択し切り替えることができます。
す。easurement ranges

                電界電位測定セット
　　　　　（センサー、プレート、チャージャー、ケース）
• イオナイザーや静電界のオフセット電圧および除電時間を

測定できるポータブルキットです。
• イオナイザーの定期的な検証用としてご使用いただけま

す。（ANSI/ESD SP3.3 および ESD TR53に準拠）
• キャリーケース付き

SD Cardを差し込む
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SURFACE RESISTANCE METERS & PROBES

品番 品名

19290 デジタル表面抵抗測定セット

品番 品名

19297 2点間抵抗測定用プローブ

品番 品名

50005 リング式プローブ

品番 品名

19298 手袋用CAFEテスト電極

品番 品名

19431 人体電位測定器

• 作業台表面や床システム、衣服、梱包材、その他の物質等の2点間（Rtt）
およびアースとの間（Rtg）の抵抗を測定します。ESD文献（ESD TR53, 
ANSI/ESD S4.1, ANSI/ESD S7.1, ANSI/ESD STM97.1 等）に準拠。

• 小さな範囲や狭い場所向けの2点間
抵抗測定用のプローブで、ANSI/ESD 
STM11.13-2015に準拠して表面抵抗を
測定します。

• 導電性ゴムが付いた金メッキのバネ
   荷重ピン電極で、狭い範囲や平らでは       
　 ない表面でも安定した接触を保ちます。

• ESDフットウェアおよびESD床材（設置前・設置後両方）と併用して作
業者上の電圧（人体電位-HBV）を測定します。

• IEC 61340-4-5 およびANSI/ESD STM97.2に準拠

• 表面抵抗測定器と接続して平面で使用
し、ANSI/ESD STM11.11に準拠して

　 表面抵抗を、ANSI/ESD STM11.12に
   則って体積抵抗を測定します。
• バネ荷重の自動中心調整電極

• 手袋と指サック用の一定面積と力電極 (CAFE) テスト電極は
ANSI/ESD SP15.1に準拠して電気抵抗を測定します。

• 以下のDesco表面抵抗器と互換性があります： 
19290 - デジタル表面抵抗測定セット 
19784 - アナログ表面抵抗測定セット 
19640 - 表面抵抗測定器

                            デジタル表面抵抗測定セット

                            2点間抵抗測定用プローブ

                            リング式プローブ

                            人体電位測定器

                            手袋用CAFEテスト電極 Electrode
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EPA ENTRANCE & OULTET TESTERS

品番 品名

19265 コンボテスターX3 Plus、リストストラップ＆シューズチェッカー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　デュアルフットプレート付き

品番 品名

19270 コンボテスター X3, 
　　　　デュアルフットプレート付き

品番 品名

19280 コンボテスター

19282 コンボテスター、スタンド付き

品番 品名

19219 機器接地確認ハブモニター、100-120V用

品番 品名

98132 ACコンセントおよびリストストラップテスター

                            コンボテスター X3 Plus

                            コンボテスター X3

                            コンボテスター 
　リストストラップ・フットウェア用

                            機器接地確認ハブモニター

                            ACコンセントおよび
　　　　　　　　　　　　　リストストラップテスター

• 作業者の個人用接地デバイス（リストスト
ラップ、フットグラウンダー、ESD靴、スモ
ック）が正しく機能しているかどうか確認
します。

• 抵抗測定値、温度、湿度を表示します。
• 5インチのカラータッチパネル - テスト操作

が簡単です。
• テスト制限を選択し、ANSI/ESD S20.20や

その他の基準のテスト要件を満たすため
に使用します。

• 作業者の個人用接地デバイス（リストストラップ、フットグラウンダー、
　 ESD靴、スモック）が正しく機能しているかどうか確認します。
• リストストラップとフットウェアの同時測定を３秒以内に行います。
• ソリッド・ステイトのタッチスイッチでパーツを動かさずにテストできます。

• 作業者の個人用接地デバイスが正しく機能
しているかどうか確認します。

• リストストラップ用とフットグラウンダー用、
それぞれ別の回路でテストします。

• 9V電池または別売りのアダプターを使用
します。

• ANSI/ESD S6.1 配線方向の検証の要件
に準拠し、コンセントの接地経路の完全性
を常時モニターします。

• ESD管理計画の接地目的に合わせて、
   コンセントが適切に配線されているかを　
　 LEDが表示します。

• 適切なACコンセントの配線と接地経路の完全性を検証し、接地製品の
効果を有効活用させます。

• リストストラップの抵抗制限をテストします。スモックがリストストラップの
接地経路の一部である場合は、スモック
の導通をテストします。 

背面

19280（テスターのみ）
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SMARTLOG PRO & SOFTWARE

50780 - SmartLog Pro®  、近接＆バーコードリーダー付き」 
and Barcode Readers

ESD保護エリア (EPA) は、ESDに敏感なデバイスに
損傷を与える可能性を最小限に抑えるために必要
な、ESD制御項目が装備されているエリアです。
広い意味で、保護エリアは、その作業区域に入る
すべてのアイテムの静電気を制御することができます。

装置の故障防止 - 多くの場合、静電気放電（ESD）に
よる損傷は症状が出にくいため、品質管理検査では
検出されません。ESDによる損傷は、生産性や品質、
製品の信頼性、さらには企業評価や業績にまで影響を
及ぼす事は否定できません。

SmartLog Pro®を使用してEPAへのアクセスを制御 
EMIT SmartLog Pro® は、作業者のリストストラップ、
シューズ、スモックの機能を検証し、テスト結果を記録
し、ESD保護エリアへのアクセスを制御します。 

SmartLog Pro® を電子ロックや回転式入場ゲートに
接続することにより、事前に設定したESDテストに合格
した人にアクセスを許可することができます。

ソフトウェア - 市場で最もパワフルで正確な取得ソフトウェアです。SmartLog Pro®と併用すると、メーカーおよび協力会社はESDテストの収集を自動化
できます。ソフトウェアは別途ご購入下さい。

改善された操作性
わかりやすいソフトウェア
のレイアウトにより、
操作は簡単です。

改善された通信
SmartLog® と

TEAM6 Software間で
ほぼリアルタイムのテスト
結果が可能になります。

作業者は、最後の
ESDテストの結果を示す

テキストメッセージ
を受信できます。

スモックテスト機能使用に
より、ESD保護スモックを
着用したままテストを行う

ことができます。  
SmartLog® Proは管理者

に毎日結果レポートを
提供します。

WEBレポート機能使用に
より、ESDテストの結果を
WEBページに表示します。
これを大型のTVモニター
に表示することにより、

作業者や管理者、エリア内
の誰もがESDテストの結果
をリアルタイムで見ること

ができます。

NEW　　　　　　　　　 用ソフトウェア

なぜESD保護エリアへのアクセスを管理するのか？
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STATIC MANAGEMENT PROGRAM DEVICES

ESDプロセスをどこからでも管理できます！

品番 品名
770066 EM Aware モニター

品番 品名
770060 接地モニター、イーサネット出力

品番 品名
770067 接地モニター、標準リモート付き、イーサネット出力

770068 接地モニター、Big Brother (近接感知機能付きリモート)、イーサネット出力

• イオナイザー状況表示および交換可能なイオナイザーアンテナ：イオナイザーのバランス
（オフセット電圧）が±40V以下であることを監視します。

• ESDイベント常時モニター; ESDイベントによって発生する独特な波形を検出・測定します。

• イーサネット出力：静電気制御プログラム（SMP)と併せて使用することで
　　ネットワーク通信が可能になります。金属接地とEMI電圧を組み込んだSMP
　　を通してデータを収集します。
• 光学リレー端子; 目視での確認ができるように、LEDとブザーをセットにしました。
• 8つの設備の接地経路インピーダンスを常時監視：ANSI/ESD S20.20に準拠

• 作業者2名および導電性/静電気拡散性の作業台2台、金属ツール2つの接地経路を
常時監視します。ESD TR1.0-01-01に則ってANSI/ESD S20.20に準拠

• 静電気制御プログラム（SMP)と一緒に使用し、ネットワーク通信を行います。オペレー
ター抵抗、オペレーター電圧、マット抵抗、金属ツールインピーダンス、金属ツールEMI
電圧をSMPを通してデータを収集します。

                WS Aware モニター

                接地モニター

                EM Aware モニター



Page 9〒289-1115 千葉県八街市八街ほ661-1• 電話：043-309-4470 • Service@DescoAsia.co.jp • DescoAsia.co.jp
ESD

ESD Protective

SMP SOFTWARE

SCS 静電気制御プログラム(SMP) はすべての
製造工程における静電気発生を常時監視します。
ワークステーションモニターや接地モニターなどから
データを受け取り、危機的状況にある製造工程の
現状をリアルタイムに表示し、品質管理目的のために
すべての内容がデータベースに保存されます。
SMPは重要なエリアをピンポイントで絞り込み、
静電気トラブルを検知し問題を追跡・追及することが
できます。そして傾向をつかむことにより事前の対処が
可能になり、このシステムの効果を発揮することが
できます。 

弊社は、お客様が信頼性の高い製品を、より良い
生産性を持って自動化で製造し、投資に対する収益を
確保できるようサポートいたします。

ESDプロセスをどこからでも管理できます！

EM Aware
ESD Event Monitor

ローダー
クリームはんだ

印刷機

クリームはんだ
検査機 チップマウンター

外観検査

リフロー炉

最終
外観検査

WS Aware
Workstation Monitor

Ground Master
Equipment Ground Monitor
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BENCHTOP & OVERHEAD IONIZERS

品番 品名

50664 2ファン オーバーヘッドイオナイザー、100VAC

50671 2ファン オーバーヘッドイオナイザー、電源コードなし、220VAC

50665 3ファン オーバーヘッドイオナイザー、100VAC

50672 3ファン オーバーヘッドイオナイザー 、電源コードなし、220VAC

品番 品名

60640 2ファン オーバーヘッドイオナイザー、100VAC 、USプラグ付き

60473 3ファン オーバーヘッドイオナイザー、100VAC 、USプラグ付き

品番 品名

50663 作業台用イオナイザー、100VAC

50670 作業台用イオナイザー、電源プラグなし、220VAC

品番 品名

60505 作業台用イオナイザー、100VAC

60515 作業台用イオナイザー、220VAC

                Zero Volt オーバーヘッドイオナイザー                 Zero Volt 作業台用イオナイザー

• 除電範囲内の絶縁体および接地されていない導体の静電荷を中和
します。

• 除電範囲内の正と負の両方の静電荷を放電（除去）します。
• ANSI/ESD S20.20の必要制限に準拠しています。
• 各ファンユニットのバランス調整が独立しています。
• 風洞部が隔離されており、機械内部から発生する可能性のある
　 汚染物質を導入しません。

• 除電範囲内の絶縁体および接地されていない
導体の静電荷を中和します。

• 約30㎝の距離でオフセット電圧（バランス）
：±2V、放電時間：2秒未満

• 風洞部が隔離されており、機械内部から発生
する可能性のある汚染物質を導入しません。

• ステンレススチール製

• 特別仕様のファンモジュールは、ANSI/ESD STM 3.1に則ってテストされ、
より優れたカバー力と一貫したオフセット電圧（バランス）：±10V、優れた
放電時間：3秒未満を提供します。

• 自動フィードバックシステム : 供給電圧が低下すると、ユニットは自動的に
シャットダウンしてアラームを発します。

• 風洞部が隔離されており、機械内部から発生する可能性のある汚染物質
を導入しません。

• 特別仕様のファンモジュールは
ANSI/ESD STM 3.1に則ってテスト

   され、より優れたカバー力と一貫した   
　 オフセット電圧（バランス）：±3V、優 
　 れた放電時間：約30㎝の距離で3秒
　 未満を提供します。
• 音とライトで知らせるアラーム付き

の動作バランスシステム: 最適なパ
フォーマンスを維持するために常に
出力電圧を調整し、メンテナンスが
必要な時や本体が正確に動作して
いない時は自動的にアラームで知ら
せます。

• 粉体塗装された筺体に多様な取り
付けが可能なスタンドが付いてい
ます。

• 風洞部が隔離されており、機械内部
から発生する可能性のある汚染物
質を導入しません。

                            Chargebuster® 
　　　　　　　　　　　　　　　　オーバーヘッドイオナイザー

                            ハイアウトプット作業台用イオナイザー
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TOOLING & SPECIALTY IONIZERS

                            ハイアウトプット作業台用イオナイザー

品番 品名

94000 無風イオナイザー、100VAC

94001 無風イオナイザー、220VAC

品番 品名
960 ミニエアーイオナイザー

品番 品名
966-II エアーイオナイザー

966P1 966-II用パイプ、100㎜

966P3 966-II用パイプ、300㎜

966S 966-II用標準ノズル

966T 966-II用テフロンチューブ

品番 品名
980 イオナイズドエアガン、100V

• ステディ・ステイトDCエミッター付き
 　イオナイザー
• わずかな風量ですばやく除電します。
• コンパクトサイズ (高さ114㎜x 幅84㎜x 

奥行51㎜ ブラケット込み)
• オフセット電圧（バランス）：±20V
 　除電時間：4秒未満
• 電源アダプターは付属していません

• 異常状態の場合は警告を表示します。
• 高圧トランスフォーマーから内部の放電針

に高周波高電圧を印加します。
• 別売りのノズルが必要です。

• 局所の静電気を効果的に除去します。
• パルス速度とイオンバランスの
　 コントロールにより、最適なイオン
　 バランスと出力を保ちます。
• 効果的な除電距離：300㎜
• ファンがないため、空気の動きはあり

ません。

• 静電気誘因（ESA）によって電荷を帯びた塵や破片を取り除き除電します。
• ANSI/ESD STM3.1およびESD TR53に則ってテストを行い、オフセット電圧

（バランス）：±30V、除電時間：1秒未満です。
• トリガースイッチ付きの約2mの保護ホースを持つ標準寸法設計
• 供給ガスの交換が簡単です。

• 頻繁に静電気問題が起こる場所で、静電気の蓄積を中和するために
使用します。イオン化された放電針が付いていて、DC24Vを供給するこ
とで簡単に設定することができます。適切に動作させるためには接地
が必要です。イオン化された空気を迅速かつ効率的に生成します。

　 また、動作エラーを検出し、安全かつ確実に使用できるようにする機能 
　 や使用時間に応じて放電針クリーニング時期をお知らせする機能も
 　付いています。
• イオン発生方式: コロナ放電方式
• イオンバランス: ±30V以内
• 有効除去距離: 50mm – 1500mm
• 電源電圧: DC24V±5%
• 消費電力: 150mA
• 放電針: タングステン
• 使用環境温度: 5-40℃
• 使用環境湿度: 15-85% (結露なきこと）

                ミニエアーイオナイザー

                966-II エアーイオナイザー

                イオナイズドエアガン

                992Xシリーズ バータイプイオナイザー

無風イオナイザー

品番 品名
992X-0350-LW00-H イオンバー、350㎜、アダプター・ケーブルなし、UL対応

992X-0600-LW00-H イオンバー、600㎜、アダプター・ケーブルなし、UL対応

992X-0850-LW00-H イオンバー、850㎜、アダプター・ケーブルなし、UL対応

992X-1350-LW00-H イオンバー、1350㎜、アダプター・ケーブルなし、UL対応

992X-1600-LW00-H イオンバー、1600㎜、アダプター・ケーブルなし、UL対応

992X-1850-LW00-H イオンバー、1850㎜、アダプター・ケーブルなし、UL対応

小流量タイプ　バータイプイオナイザー

品番 品名
992X-0350-HW01-0 イオンバー、350㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-0600-HW01-0 イオンバー、600㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-0850-HW01-0 イオンバー、850㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-1100-HW01-0 イオンバー、1100㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-1350-HW01-0 イオンバー、1350㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-1600-HW01-0 イオンバー、1600㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-1850-HW01-0 イオンバー、1850㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-2100-HW01-0 イオンバー、2100㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-2350-HW01-0 イオンバー、2350㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-2600-HW01-0 イオンバー、2600㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-2850-HW01-0 イオンバー、2850㎜、アダプター・ケーブルなし

992X-3100-HW01-0 イオンバー、3100㎜、アダプター・ケーブルなし

大流量タイプ　バータイプイオナイザー

966S（別売）
使用時
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SINGLE-WIRE MONITORS

品番 品名

19239 ミニ常時モニター、日本/北米プラグ

品番 品名

19321 フルタイム常時モニター、日本/北米プラグ

19322 フルタイム常時モニター、UK電源コード

品番 品名

98221 校正器、波型歪み技術

• 作業者1名とESD作業台１台の接地経路の完全性を監視します。
• 作業者用アラーム - 作業者のリストストラップコードやモニターの

ジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時に
アラーム音が鳴ります。

• マットモニタースイッチ - ESD作業台表面がない場所で使用する
際は作業台表面モニター回路を無効にすることができます。

• 作業者1台用の常時モニター - 作業者1名とESD作業台１台の
　 接地経路の完全性を常時監視し、モニターを電気接地として使用 
　 することもできます。
• 作業者用アラーム - 作業者のリストストラップコードやモニターの

ジャックに差し込まれたバナナプラグが不意に抜けてしまった時に
アラーム音が鳴ります。

• ACコンセントモニター回路 - ACコンセントの極性を確認し、
 　接地経路の完全性を常時監視します。
• アラーム遅延タイマー - 作業者がリストストラップコードを
　 外してからパークスナップに接続するまでの間、8秒間はアラーム  
　 が鳴りません。

• 校正検査 - モニターを作業場
から運び出すことなく、工場にて
Descoの波形歪み常時モニター
のテスト制限をチェックすることが
できます。

• 押出アルミケースで、使用中の
電気的妨害からテスターを守り
ます。

                           常時モニター                           フルタイム常時モニター

品番 品名

19651 常時モニター、日本/北米プラグ

• 作業者1名とESD作業台１台
の接地経路の完全性を監視し
ます。

• Desco 波形歪み検出技術 - リ
ストストラップの接地経路や人
体保護の1MΩ抵抗の検出をよ
り安定して常時監視します。 

• テスト電圧は1.2Vで、静電気に
敏感な機器の操作における電
気過大応力（EOS)のリスクを軽
減します。

                           ミニ常時モニター

                            校正器

波形歪み検出技術 

波形歪み検出技術 

波形歪み検出技術 

波形歪み検出技術 
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DUAL-WIRE MONITORS

                724 Plus ワークステーションモニター

                Iron Man® Plus モニター

                724 ワークステーションモニター

品番 品名
770724 724 Plus ワークステーションモニター（モニター✛デュアルリモート）

770732 724用リモート（２人用）

770733 724用リモート（１人用）

品番 品名
724 ワークステーションモニター、ACアダプター付き

品番 品名
CTC331-WW Iron Man® Plus モニター

• 724 Plus ワークステーションモニター - 作業者２名および
　 導電性/静電気拡散性の作業台１台の接地経路を常時監視します。
　 （ESD TR1.0-01-01に則り、ANSI/ESD S20.20に準拠）
• デジタル信号加工技術 - リストストラップの接地経路および人体保護

の１MΩ抵抗の存在を安定して継続的に監視します。
• 0.40Vの作業者用テスト電圧 - 静電気に敏感な製品を扱う際の
　 電気負担荷重（EOS)のリスクを削減します。
• 人体電圧検知 - ESDに敏感な製品に危険を及ぼす可能性がある
 　電圧を作業者が生成もしくは接触した場合はアラーム音が鳴ります。

• シングルワークステーション常時モニター
　 (ESD TR1.0-01-01に則り、ANSI/ESD S20.20に準拠) 
• 作業者2名のデュアルワイヤーリストストラップと作業台１台を
 　常時監視します。 
• 作業者と作業台が適切に接地されていない時はLEDとアラーム音
　 で知らせます。
• 作業者のテスト電圧および上限値を調整可 - テスト電圧は9V/16V

に、テスト制限は10MΩ/35MΩに設定できます。

• 作業台１台用常時モニター - 作業者１名と導電性/静電気拡散性
 　の作業台1台の接地経路の完全性を常時監視します。
 　（ESD TR1.0-01-01に則り、ANSI/ESD S20.20に準拠） 
• 過電圧 (EOS) 検知 - はんだごてや電気ドライバー等の道具から
　 施工する機器の回路盤への電圧が過電圧（±5V以下）になると
 　アラーム音が鳴ります。

品番 品名

19668 ゼロボルトモニター

• 作業者2名と作業台2台の接地経路を
それぞれ別々に常時監視します。

                            ゼロボルトモニター
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SINGLE-WIRE WRIST STRAPS

                リストストラップ

                サーモプラスチックリストストラップ

                リストストラップ

                使い捨てリトストラップ

品番 品名
2314R-R リストストラップ、赤、1.5mコード付き

2324R-R リストストラップ、赤、3.0mコード付き

2314R-B リストストラップ、青、1.5mコード付き

2324R-B リストストラップ、青、3.0mコード付き

品番 品名
4650 リストストラップ、サーモプラスチック、青、1.5mコード付き

品番 品名
ECWS61M-1 リストストラップ、布製、青、1.8mコード付き

品番 品名
2209 リストストラップ、使い捨てタイプ

• 4㎜のバネ付きスナップソケット（メス）と
 　嵌合する4㎜のスタッドが付いています。
• バンド部分には伸縮性素材を用いて
　 おり、プラスチックの留め具でサイズ調整 
　 が可能です。
• 樽型バナナプラグは工場規格バナナ
　 ジャック4.22㎜に適合します。
• 黒色の高柔軟性コイルコードが付いて
 　います。
• 1MΩの抵抗入り・長さ調整機能付き
• 日本製

• シングルワイヤー熱可塑性
 　リストバンド：外面抵抗1×10⁷Ω以上、
　 導電性内面抵抗1×10⁵Ω未満
• ジッパースタイルラッチングベルト
• 簡単にサイズ調整できます。
• 凸型4㎜スナップ
• 1MΩの抵抗入り・長さ調整機能付き

• 1.8mのコイルコードが付いた
 　サイズ調整可能なリストバンド
• 4mmスナップ
• 1MΩの抵抗入り・長さ調整機能付き
• ANSI/ESD S20.20および
　 ANSI/ESD S1.1に準拠

• 低価格で確実な接地を提供
 　する、使い捨てタイプの不織布
　 リストストラップ
• ビジターや一度限りの使用
 　用途に最適です。
• メモリーのアップグレードや
　 サウンドカードなどの機器や
 　デバイスを出荷する際の
　 保護材としても使用できます。 

品番 品名

09070 長さ調整機能付きリストストラップ、1.8mコード付き

品番 品名

09184 リストストラップ、マグネット嵌合、1.8mコード付き

09187 金属製リストストラップ、マグネット嵌合、1.8mコード付き

品番 品名

09080 伸縮性リストバンド、4㎜

09081 伸縮性リストストラップ、4㎜、1.8mコード付き

09082 伸縮性リストストラップ、4㎜、3.6mコード付き

• 09814は、幅広で柔らかいゴムバンドなので、快適に着用できます。
また、内側に銀を含浸させたポリプロピレンを編み込んであるため、

　 導電性に優れています。09817は耐久性のある金属製バンドで、
 　清掃も簡単です。
• 張力緩和テストを100万回以上（ESD S1.1の最低要件の62倍以上）

行い耐久性に優れています。
• 1MΩの抵抗入り・長さ調整機能付き

• 通常のリストバンドの半分の重さ
• アジャスタブル - 手首回りサイズ14.6㎝～33㎝に
 　フィットします。
• バックプレートとリンクは医療用グレードの
　 ステンレススチール製です。
• 作業者により信頼できる接地経路を確保します。
• 1MΩの抵抗入り・長さ調整機能付き

                            リストストラップ

                            Jewel® マグネット式リストストラップ

                            超軽量メタル
　　　　　　　　　　伸縮性リストストラップ

• 幅広で柔らかいゴムバンドなので、
 　快適に着用できます。
• 内側に銀を含浸させたポリプロピレン

を編み込んであるため、導電性に
 　優れています。
• 張力緩和テストを100万回以上（ESD 

S1.1の最低要件の62倍以上）行い
　 耐久性に優れています。
• 1MΩの抵抗入り・長さ調整機能付き

09814
09817
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DUAL-WIRE WRIST STRAPS

                MagSnap 360™ 
　　　　　　　サーモプラスチックリストストラップ

                デュアルワイヤー
　　　　　　　　メタルリストストラップ 

                MagSnap 360™ メタルリストストラップ

品番 品名
2241 MagSnap 360™サーモプラスチックリストストラップ、1.8mコード付き

2242 MagSnap 360™ サーモプラスチックリストストラップ、3.6mコード付き

品番 品名
2381 デュアルワイヤーメタルリストストラップ、Sサイズ、1.5mコード付き

2382 デュアルワイヤーメタルリストストラップ、Mサイズ、1.5mコード付き

2383 デュアルワイヤーメタルリストストラップ、Lサイズ、1.5mコード付き

品番 品名
2228 MagSnap 360™ メタルリストストラップ、Sサイズ、1.8mコード付き

2229 MagSnap 360™ メタルリストストラップ、Mサイズ、1.8mコード付き

2230 MagSnap 360™ メタルリストストラップ、Lサイズ、1.8mコード付き

• リストバンドとコイルコード間が360°回転するので、動きが自由になり、
作業者の手首への負担を軽減します。

• リストバンドとコイルコード間のマグネット嵌合は、従来のスナップや
 　バネ接続による断続的な障害をなくし、優れた電気接続を提供します。
• リストストラップの寿命を延ばし、偶発的な切断を防ぐために0.45～2.2㎏

の垂直離脱力を維持します。
• 1MΩｘ2の抵抗入り・長さ調整機能付き

• 信頼性の高い接地経路を備えた伸縮性プレミアムメタルリストストラップ
• 皮膚や体毛を挟むことのない快適設計
• 耐久性があり、お手入れも簡単な、丈夫なリストバンド
• 確実に静電気を除去するための皮膚との優れた接触
• 1MΩｘ2の抵抗入り

• リストバンドとコイルコード間が360°回転
するので、動きが自由になり、作業者の

　 手首への負担を軽減します。
• リストバンドとコイルコード間のマグネット
 　嵌合は、従来のスナップやバネ接続による
　 断続的な障害をなくし、優れた電気接続を  
　 提供します。
• バックプレートとリンクは医療用グレードの

ステンレススチール製です。
• 1MΩｘ2の抵抗入り

品番 品名

19690 デュアルワイヤーリストストラップ、4㎜スナップ、L型端子、1.8mコード付き

• 抵抗が3.5×10⁷Ω未満の作業者用接地経路を確保します。
 　（ANSI/ESD S20.20 方法1の必要要件に準拠）
• 2本の導体のうち1本の導体が損傷した場合、作業者はもう一方の

導体を介して接地経路を維持できます。 
• 1MΩｘ2の抵抗入り・長さ調整機能付き

                            デュアルワイヤーリストストラップ
リストストラップ

22302229
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WORKSURFACE MATS

                1890 シリーズ 2層構造ラバーマット

品番 品名
1890 1X2 静電気拡散性2層構造ラバーマット、緑、1m x 2m

1890 1X5 静電気拡散性2層構造ラバーマット、緑、1m x 5m

1890 1X10 静電気拡散性2層構造ラバーマット、緑、1m x 10m

1891 1X2 静電気拡散性2層構造ラバーマット、青、1m x 2m

1891 1X5 静電気拡散性2層構造ラバーマット、青、1m x 5m

1891 1X10 静電気拡散性2層構造ラバーマット、青、1m x 10m

• 作業台表面の静電気発生を抑え、作業台上
に置かれたすべての導体（ESDに敏感な

　 アイテムを含む）の放電率を管理します。
• 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や
 　伸び、破れに強い作りとなっています。
• フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ

付けの際にもご使用いただけます。
• 接地用キット付属
• RoHS 適合
• 日本製

• 静電気拡散性2層構造作業台用マット
• 作業台表面の静電気発生を抑え、作業台上に置かれたすべての導体（ESDに敏感なアイテムを
　 含む）の放電率を管理します。
• ニトリルゴム耐油性化合物
• 改良された材質により、製品寿命の限り電気的および物理的特性を維持するために油の吸収を制限

します。溶剤やその他の化学薬品を使用したハンダ付けをする際にご使用いただけます。
• 表面層は静電気拡散性 (Rtt：1 x 106～1 x 109Ω) 
• ANSI/ESD S20.20作業台表面の要求制限に準拠し、ESDワークステーションモニターとの接触に
 　関するANSI/ESD S4.1の推奨に適合しています。
• 底面層は導電性 (Rtt：1 x 106Ω未満)
• 表面層から共通接地ポイントまでの接地抵抗（Rtg）を低減し、ESDワークステーションモニターと一緒

に製品を使用できるようにします。
• 紫外線(UV) 安定添加物
• 色の保持を安定させ、長期にわたってESD特性を保証し、製品を曲げた時にひび割れが発生する
　 表面層の劣化を防ぎます。
• ESD保護シンボルなどをレーザーで刻印
• 管理および監査用にESD保護製品であることを識別します。
• 無鉛RoHS適合

                            Statfree T2 Plus™ 静電気拡散性2層構造ラバーマット

付属の接地用キット

マットセット

カットマット

トレイライナー

ロールマット
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FLOOR MATS

品番 品名

15011 導電性ロール、黒、2.0㎜×1.22m×12.2m

15012 導電性ロール、黒、2.0㎜×1.22m×18.3m

15013 導電性マットキット、黒、2.0㎜×0.91m×1.22m

15014 導電性マットキット、黒、2.0㎜×1.22m×1.83m

品番 品名

40930 連結型フロアマット、610㎜×914㎜

40931 連結型フロアマット、914㎜×1220㎜

品番 品名

40979 滑り止め表面加工マット、11.4㎜×610㎜×914㎜

40980 滑り止め表面加工マット、11.4㎜×914㎜×1.22m

40981 滑り止め表面加工マット、11.4㎜×914㎜×1.52m

40982 滑り止め表面加工マット、11.4㎜×914㎜×18.3m
• 導電性のポリ塩化ビニールフロアマット - 床表面の静電気の発生を抑え、

静電気対策靴を履いた作業者に対して接地経路の一部として作用します。
• 導電性(ANSI/ESD 7.1およびESD TR53に準拠し、Rtt: 1 x 106 Ω未満) 

の均一なエンボス加工を施した表面
• ANSI/ESD S20.20 方法１：床/靴システムの要求制限(3.5 x 107 Ω未満)を

満たします。
• 汚れや垢がマットに蓄積した場合でも、接地経路として使用するのに十分

な低い抵抗を保ちます。

• 表面にダイヤモンドプレート型の加工を施した単層ビニール
素材 - 一貫した電気的特性と滑り止め特性を保持

• 底面層は耐疲労性発砲ゴム - 発砲ゴムはビニール製品
　 のように分解したり湿気を吸収したりしません。
• ANSI/ESDフロア要件のANSI/ESD S20.20の制限10⁹Ωを
 　超えています。
• 黄色の縁部分は、スロープになっており、角は丸みを帯びて

います。
• マット上で台車や椅子を使用しても傷つきません。

• 導電性人間工学的ESDフロアマット - 靴/フロア人体接地システムの
 　一部として使用した場合に、作業者を接地し、静電気の発生を最小限
　 に抑えます。
• 人間工学に基づいたサポートセル構造 - 弾力感があり「3つの放射状」

の整列により、作業者の快適性と生産性が向上します。
• 摩耗や伸び、引き裂きに対する耐久性があります。台車の使用が
 　少ないエリアでご使用ください。
• 1枚のマットとしては勿論、作業スペースに合わせ、連結して使用する
　 こともできます。

                            Statfree CV280™ 導電性ロール

                            Statfree i™ 導電性マット　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連結型

                            Statfree DPL Plus 
　　　　　　　　　　　　　滑り止め表面加工マット

                1892 シリーズ 導電性ラバーマット

品番 品名

1892 1X2 導電性ラバーマット、黒、1m x 2m

1892 1X5 導電性ラバーマット、黒、1m x 5m

1892 1X10 導電性ラバーマット、黒、 1m x 10m

• 静電気を発生させず、表面に置かれたすべての導体（ESDに敏感
なアイテムを含む）からの放電を逃がします。

• 高強度ニトリルゴム化合物により摩耗や伸び、破れに強い作りと
　 なっています。
• フラックスや他の化学薬品を使用したハンダ付けの際にもご使用
 　いただけます。
• 接地用キット付属
• RoHS 適合
• 日本製

40982

40930
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FLOORING - TILE & PAINT

                静電気拡散性塩ビ長尺フロアシート

品番 品名
9602C フロアシート、ベージュ、1.82m×9.2m

9609C フロアシート、緑、1.82m×9.2m

S-92 9602C用溶接棒、ベージュ、50m

S-99 9609C用溶接棒、緑、50m

• ビニール製フロアマットは、電子部品組立エリアや半導体加工、
　 ESD保護エリア（EPA）に最適です。
• 作業員のフットウェア/フロアシステム使用における接地要件
 　ANSI/ESD S20.20に準拠し、接地までの抵抗は1×10⁸Ω未満です。
• 目に優しい色合い
• 他のビニール製マットよりも硬いので、椅子や台車、移動機器などを
 　快適にご使用いただけます。
• 日本製

S-92

S-99

品番 品名

46041 アクリル塗料、ダークグレー、19リットル

46051 アクリル塗料、ライトグレー、19リットル

品番 品名

46057 エポキシ塗料、ライトグレー、15リットル

• フロア要件ANSI/ESD S20.20に準拠し、1 x 109 Ω未満
• 二度塗りを推奨します：ANSI/ESD S7.1に準拠し、RttおよびRtgは 

105Ωです。ANSI/ESD STM5.1およびESD TR53に則って
　 テストされたANSI/ESD S20.20 フロア要求制限に準拠しており、 
　 作業者が着用しているESDフットウェアの接地経路を確保します。 
• 範囲: 1リットル当たり約7～10㎡
• 電子技術や製造、組立て、テストエリアにおいて静電気制御
 　フロアマットの代わりとなります。
• 導電性（MIL-HDBK-263-Bに準拠）
• 電子技術製造や組立て、保管のための静電気制御フロアとして

効果的です。

• 導電性の床用エポキシ塗料 - 床表面に静電気を発生させず、
　 作業者が着用しているESDフットウェアの接地経路を確保します。
• 導電性 (ANSI/ESD STM7.1もしくはIEC 61340-4-1に則ってRtt 

＆Rtg：1 x 104～1 x 107Ω)
• 床上に塵や埃がある程度あっても表面抵抗を低い状態で保ち、
 　フットウェア/フロアシステムの必要制限ANSI/ESD S20.20 
 　(1 x 109 Ω未満)に準拠します。
• 2種類（A・B)の水性エポキシ樹脂を混ぜ、ヘラとローラーを使って

塗ります。
• 固形分50％で乾燥時間を削減します。
• 一度塗りで効果を発揮します。
• 範囲：1リットル当たり約5㎡
• rittoruatari 

• 弾力性があり、高光沢の丈夫なESDビニールタイル - 特許を得たESD
　 フロア用材料を100%使用した均等なビニールです。 
• 精密なカットにより、汚れが詰まってしまう隙間を作ることなくタイルを
　 敷き詰めることができます。
• 簡単な掃除と磨きで電気的特性を保つことができるので、メンテナンス
　 費用が抑えられます。
• 電気抵抗：2.5 x 104 ～1 x 106 Ω
• ANSI/ESD STM7.1およびESD TR53に則ってテストし、ANSI/ESD S20.20

フロア要求制限に準拠しています。また、作業者が着用しているESDフッ
トウェアの接地経路を確保します。

                                導電性ビニールタイル

                                導電性アクリル塗料

                                導電性エポキシ塗料

4605146041
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FLOOR FINISH & FOOT GROUNDERS

品番 品名

10511 静電気拡散性表面処理剤、10L、箱入り

10512 静電気拡散性表面処理剤、19L、箱入り

10520 静電気拡散性表面処理剤、208L、ドラム缶入り

10550 静電気拡散性表面処理剤、低VOC、10L、箱入り

静電気拡散性表面処理剤 - 10511, 10512, 10520
• 摩擦電気が発生しません。 - ANSI/ESD S20.20に準拠し、歩行時の
 　静電気の発生を100V以下に制限します。
• ビニール、VCT、リノリウム、ゴム、エポキシ/アクリル塗料、コンクリート

など多くの床材に塗布できます。
• 非ESDフロアをESDフロアに変えます。

静電気拡散性亜鉛フリーの床仕上げ材 - 10550
• 静電気対策を施していない硬い床をESDフロアに変えます。また、ESD
　 フロア（ビニール、VCT、ゴム）を保護し強化する為にも使用できます。
• ESD保護フロアまたは主な接地方法としてANSI/ESD S20.20の
　 最小要件に準拠もしくは超過しています。
• 低VOC - CARBおよびその他の地域のVOC要件に適合しています。

17200 & 17202 - ヒールグラウンダー（かかと）
• 耐久性のあるヒールカップ型
• 靴を傷つけません
• インナースクリム付きの非常に耐引裂性のあ

る2層ゴム
• 長期にわたって使用できるので経済的です。
• マジックテープ式で着脱が簡単です。 

17222 - トゥグラウンダー（つま先）
• つま先カップ型なので、ハイヒールに最適です。
• 最上級の導電性ゴム使用
• 純正のマジックテープ素材- 調整可能で快適

です。

17260 - 無鉛ヒールグラウンダー
• 緑色マジックテープ - RoHS適合アイテムのみ

が使用されている無鉛エリアで使用できます。
• 内面の緑色ゴム層 - 靴を傷つけず、緑色が

RoHS適合であることを示します。
• 幅広のゴムにより、接触面積が広くなります。

品番 品名

17200 プレミアムヒールグラウンダー、1MΩ抵抗

17202 プレミアムヒールグラウンダー、2MΩ抵抗

17222 プレミアムトゥグラウンダー、1MΩ抵抗

17260 無鉛ヒールグラウンダー、2MΩ抵抗

                            プレミアムフットグラウンダー

                            Statguard® 
　　　　　　　　　　　　　静電気拡散性 表面処理剤

• 内面は靴を傷めない素材、外面は静電気
拡散性ゴム - 床面を傷つけないので床の
補修等のメンテナンスコストを削減します。

• 約76㎝のナイロンポリエステル接地タブ
• 糸くずが出にくく優れた接地接触を確保
• リバーシブルの静電気拡散性3層構造ゴム
• カーボンが出ないのでクリーンルームに

最適

• 導電性タブで作業者とESDフロア
を接地接続します。

• 床面を傷つけない素材
• クリーンルームでの使用に最適
• UL 承認済み

*50組入りの880012もあります。

• 2MΩ抵抗 - 最小の接地抵抗値1MΩを
確保し作業者の安全性を向上

• 3か所のマジックテープ
• デザインの改良により、より広い接触面

を確保し効果的に接地します。

品番 品名

17250 ダメージケアヒールグラウンダー、抵抗なし

17252 ダメージケアヒールグラウンダー、1MΩ抵抗

品番 品名

17290 フットグラウンダー、Sサイズ、2MΩ抵抗

17291 フットグラウンダー、Mサイズ、2MΩ抵抗

17292 フットグラウンダー、Lサイズ、2MΩ抵抗

                            プレミアム3層 
　　　　　　　　ダメージケアフットグラウンダー

                            プレミアムフルカバー
　　　　　　　　　　　　　　　　フットグラウンダー

品番 品名

04584 静電気対策靴カバー、使い捨てタイプ、150組入り

                            静電気対策靴カバー
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GROUND CORDS & ACCESSORIES

                接地コード

品番 品名
3040 接地コード、4.6m、10㎜スナップスタッド、1MΩ抵抗

3043 接地コード、1.5m、1MΩ抵抗

3043S 接地コード、110㎜

3040 - 接地コード
• 4.6m、20AWGのPVCワイヤー
• 片側に10㎜のオス端子がモールドされており、マットに設置された

3090等のメススナップに接続可能。
• 反対側の丸端子をアース接続します。
• 取り付け部分は黄色ABSで、カバーはモールドされた黒ABS
• １MΩの抵抗入り 

3043 - 接地コード
• 1.5m、20AWGのPVCワイヤー
• 両端に10㎜オス端子がモールドされており、メススナップが設置され

たマット同士を接続するのに最適です。
• １MΩの抵抗入り

3043S - 接地コード
• 110㎜、20AWGのPVCワイヤー
• 抵抗は入っていません。
• 3043と同様に導電性マットを接続して

導通を確保するのに適しています。

※いずれも日本製

                接地接続用コネクター

品番 品名
3050 10㎜凹型スナップソケット、8プロング、10個入り

3090 スナップファスナー（5組）および取付工具セット

3050 - 10㎜スナップソケット
• マットやランナー用のスナップファスナー
• 10㎜メス型8爪スナップ
3090 - スナップファスナー
• 3040・3043・3043S用の10㎜メス型スナップ
• 付属のパンチ、リベット加工棒、台座を使って

簡単に設置できます。
• 日本製

接地コード - 09813 (抵抗あり） / 09814 （抵抗なし）
• 凸部の少ない設計 - うっかり絡まったりつまずいたりして接地コード

が外れる心配がありません。
• マット表面の10㎜ソケットに簡単に留めることができます。
• 適切な接地を確保します。

14234 - フロアマット用接地コード
• 09813と端子のセット
• 接地コードをマットにボルトで固定することができます。コードが抜ける

心配がなく、適切な接地を確保します。

品番 品名

09813 接地コード、10㎜スタッド、丸端子付き4.6mコード、抵抗付き

09814 接地コード、10㎜スタッド、丸端子付き4.6mコード、抵抗なし

14234 フロアマット用接地コード、10㎜スタッド、丸端子付き4.6mコード、抵抗付き

                            ドームスタイル接地コード 
Cords

• 作業台表面に取り付け、接地ブロックや接地コードにスナップします。

品番 品名

09856 スナップ、リベット型、スタッド、10㎜、100組入り

09857 スナップ、リベット型、ソケット、10㎜、100組入り

                            スナップ

09856
09857

3090

3050

3040

3043

3043S

09813

09814

14234
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GROUND CONNECTORS & FIELD SERVICE KITS

                フィールドサービスキット

                フィールドサービスキット

品番 品名
8012JR フィールドサービスキット

品番 品名
8501 フィールドサービスキット、リストストラップ付き

                接地コード

品番 品名
3042 リストストラップ接地システム、3mコード

3048 共通接地コードキット、4.6mコード、10㎜スナップ

3042 - リストストラップ接地システム
• 2つのバナナジャックでリストストラッ

プなどに2か所の共通接地ポイント
を提供します。

• 電気アースに簡単に取り付けること
ができます。

• 作業台の裏に設置します。
• 抵抗なし
 
3048 - 共通接地コードキット
• マットの接地を提供し、2つのリストス

トラップを接続できます。
• 接地コードは4.6m、片側は丸端子に

なっています。
• 接地コードには１MΩの抵抗があり

ます。

• 10mmソケットスナップ - 10㎜スタッド
 　付きのマットと互換性があります。
• 2つのバナナジャック - リストストラップ
　 などを2つ接地できます。
• 接地コード端に丸端子が付いて
 　いるので簡単に接地できます。
• 薄い形状なので、衣服や作業道具

の邪魔になりません。

• バナナジャック
 　（4.11㎜-4.16㎜ID） 
• 標準のコンセントをリストストラップ
　 および他の接地器具のバナナプラグ
　 を挿入できるようにします。

• 2つのバナナジャック
　 - リストストラップなどなどを2つ
　 接地できます。接地コード端に 
　 丸端子が付いているので簡単　
　 に接地できます。
• 抵抗なし 

• 丸端子用の6つのバナナジャックと6つのネジが
付いた真鍮製六角ブロック - リストストラップや
接地コード、工具、その他のアイテムを6つ接地
できます。接地ポイントを追加するには、他の

　 グラウンドハブに接続します。
• 設置用金具付属 - 固定ネジと六角レンチで
 　固定します。

• 作業者の静電気を素早く除去し、部品を置く
　 ためのESD対策表面を提供します。
• 嵩張らず、持ち運びにも便利です。
• 約20㎝×28㎝のポケット2つ付き
• マットサイズ - 560㎜ x 600㎜

品番 品名

09820 マット用接地コード、10㎜ソケット、抵抗なし、3mコード

09821 マット用接地コード、10㎜ソケット、抵抗あり、3mコード

品番 品名

09838 接地プラグアダプター

品番 品名

09740 リストストラップ2つ用接地器具、4㎜スタッド、3m接地ワイヤー

品番 品名

09842 マルチグラウンドハブ

                            共通接地ポイント

                            バナナプラグアダプター

                            作業台設置用接地器具

                            グラウンドハブ

09821

09820

• 作業者の静電気を素早く
 　除去し、部品を置くための　  
　ESD対策表面を提供します。
• 付属品
　　リストストラップ（2314R-R)
　　ワニ口クリップ
　　接地コード（4.6m）
• ほとんどのツールケースに

簡単に収まります。
• ポケット2つ付き
• マットサイズ 
　　　　　　- 610㎜ x 610㎜
• 日本製
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SMOCKS & BADGE HOLDERS

• ANSI/ESD S20.20-2014 (Rtg：3.5 x 107 Ω未満) 
の要求に則ってテストされ、ANSI/ESD STM2.1に
準拠しています。

• 作業者および静電服の接地を可能にし、ESD保護
エリアでの静電気による不具合を防ぎます。

• 袖口～ウエストの接地 - リストバンドは不要で
　 コードをスモックのウエスト部分に接続します。
• 9％以上のカーボン導電性ナイロン繊維が、
 　縦横に編み込まれています。
• 作業者の胴体と腕部分にファラデー効果を
　 生み出します。
• 作業服全体が導電性
• 保証規定、2年/100回の洗濯

                            Statshield® スモック - ニット袖口（ジャケットタイプ＆コートタイプ）

サイズ 青

XS 73749

S 73750

M 73755

L 73760

XL 73765

2XL 73770

3XL 73771

4XL 73772

5XL 73773

6XL 73774

ジャケットタイプ

サイズ 白 青

XS 73630 73610

S 73631 73611

M 73632 73612

L 73633 73613

XL 73634 73614

2XL 73635 73615

3XL 73636 73616

4XL 73637 73617

5XL 73638 73618

6XL 73639 73619

コートタイプ
Lab CoatsJackets

袖口～ウエストの接地 袖口スナップ

                            Statshield® スモック - ジャケットタイプスナップ付き

サイズ 青 白 グレー

XS 73699 73820 73890

S 73700 73821 73891

M 73710 73822 73892

L 73720 73823 73893

XL 73730 73824 73894

2XL 73740 73825 73895

3XL 73741 73826 73896

4XL 73742 73827 73897

5XL 73743 73828 73898

6XL 73744 ー ―

品番 品名

35010 縦型 ESD ネームカードホルダー、クリップタイプ、外寸68㎜×93㎜、内寸59㎜×75㎜

35011 横型ESD ネームカードホルダー、クリップタイプ、外寸97㎜×65㎜、内寸88㎜×45㎜

35012 横型 ESD ネームカードホルダー、クリップタイプ、外寸107㎜×74㎜、内寸98㎜×48㎜

35013 横型ESD ネームカードホルダー、クリップタイプ、外寸109㎜×85㎜、内寸101㎜×62㎜

35014 縦型  ESD ネームカードホルダー、穴あきタイプ、外寸68㎜×111㎜、内寸59㎜×87㎜ 

35015 横型 ESD ネームカードホルダー、穴あきタイプ、外寸100㎜×78㎜、内寸90㎜×53㎜

35016 縦型  ESD ネームカードホルダー、ジッパータイプ、外寸68㎜×111㎜、内寸59㎜×82㎜

35017 横型  ESD ネームカードホルダー、ジッパータイプ、外寸102㎜×86㎜、内寸93㎜×60㎜

35193 ESD ネームカードホルダー、腕章タイプ、黒、外寸110㎜×105㎜、内寸59㎜×95㎜

35067 ESD ネックストラップ、ビニール、長さ685㎜

34431 ESD ネームカードホルダー用クリップ、長さ73㎜

34432 ESD ネームカードホルダー用クリップ、長さ89㎜

• 静電気に敏感な組立部品を扱う電子機器の製造メーカーでの
ご使用に最適

• Rtt: 1 x 1010Ω
• 摩擦電気: 100V以下
• 内側は非ESDビニール付きなので、中に入れるネームカード

のインクがホルダーに転写されません。
• 特別な静電気拡散性素材で製造、Desco Industriesだけの
　 独占販売で他では入手できません。
• ご要望に合わせて特注サイズも製造可能です。

ESD ネームカードホルダー
クリップタイプ

ESD ネームカードホルダー
穴あきタイプ

ESD ネームカードホルダー
ジッパータイプ

35017

35193

                     ESD ネームカードホルダー

ジャケットタイプ
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SEAT COVERS & GROUNDING CHAIN

                            Statshield® 静電気拡散性 椅子カバー

• 静電気拡散性 (1 x 106 ～1 x 109 Ω)
 　カーボンを含んだ単繊維ナイロン製
• 静電気対策を施していない椅子を低帯電

で接地可能な椅子に変えます。
• 洗えるポリエステルとナイロンの混紡で、

埃や汚れの蓄積を防ぐことで椅子の寿命
を延ばします。

• 椅子の背もたれと座面はチェーンで連結
　 しています。
• チェーンで導電性の床に接地することが

できます。

品番 品名

07200 Statshield® 静電気拡散性 椅子カバー

                            クリーンルーム用椅子カバー

• 静電気拡散性で、クラス100のクリーンルーム
に対応した高性能椅子カバーです。

• 静電気対策を施していない椅子をクラス100
もしくはそれ以上のクリーンルームで使用

 　できる椅子に変えます。
• 静電気拡散性 (1 x 108 Ω未満) で炭素を
　 含んだポリエステル繊維
• 椅子の背もたれと座面はチェーンで連結して

います。
• チェーンで導電性の床に接地することが
 　できます。
• 頑丈な構造

品番 品名

07201 静電気拡散性 クリ-ンルーム用椅子カバー

• 1MΩの抵抗付き
• 取り付け簡単
• 15.3㎝のスナップループ
• 導電性の床に接地し、静電気を

除去します。

• 標準バナナプラグに接続できます。

品番 品名

14000 台車用アース、1MΩ抵抗、７㎜ソケット、610㎜

品番 品名

09700 ワニ口クリップ、バナナジャック用

                            導電性台車用アース                             ワニ口クリップ
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STATIC SHIELDING BAGS - BAGS & FILM ROLLS

                1000 シリーズ メタルイン静電袋＆フィルム • 厚さ71㎛のメタルインフィルムラミネート - 静電気に敏感な
アイテムを静電気から守ります。

• ANSI/ESD S20.20およびANSI/ESD S541のESD保護エリア
内外におけるESD遮蔽の要求に準拠しています。

• 静電気拡散性の外側表面および内側表面 - ANSI/ESD 
STM11.11およびANSI/ESD S11.4 Level 3静電気保護袋に
準拠し、Rs：1 x 104 ～1 x 1011 Ωです。

• ESD保護エリア内であればどこでも使用でき、接地された
　 表面上に置かれた時や接地された作業者が扱う時は
 　本製品も接地されます。
• ESD保護のシンボルマークとロット番号の情報記載

品番 サイズ (W x L)

10023 51×76㎜

10024 51×102㎜

10026 51×152㎜

10035 76×127㎜

10037 76×178㎜

10044 102×102㎜

10046 102×152㎜

10048 102×203㎜

10056 127×152㎜

10058 127×203㎜

10068 152×203㎜

10069 152×229㎜

10078 178×203㎜

10088 203×203㎜

品番 サイズ (W x L)

30023 51×76㎜

30035 76×127㎜

30044 102×102㎜

30046 102×152㎜

30066 152×152㎜

300610 152×254㎜

300630 152×762㎜

300715 178×381㎜

300810 203×254㎜

300812 203×305㎜

品番 サイズ (W x L)

1000R 48X300P 1219㎜×91m

1000R 36X3000 914㎜×914m

1000R 48X3000 1219㎜×914m

1000R 60X3000 1524㎜×914m

品番 サイズ (W x L)

100424 102×610㎜

100426 102×660㎜

100510 127×254㎜

100610 152×254㎜

100612 152×305㎜

100626 152×660㎜

100714 178×356㎜

100810 203×254㎜

100812 203×305㎜

100912 229×305㎜

1001012 254×305㎜

1001014 254×356㎜

1001016 254×406㎜

1001018 254×457㎜

ジッパーなしタイプ

762㎜×1067㎜まで各サイズあります。

幅610㎜まであります。

ジッパー付きタイプ フィルムロール

ジッパーなしタイプ
ジッパー付きタイプ

                1500 シリーズ メタルアウト静電袋 • いくつかの一流ハイテク企業からご要望をいただいた
 　メタルアウト静電袋 - ANSI/ESD STM11.11に準拠し、　 
　 外側の表面抵抗はRs：1 x 104 ～1 x 108 Ω
• 厚さ76㎛のメタルアウトシールディングラミネート
• ESD保護エリア外で、静電気に敏感なアイテムを
　 静電気から守ります。
• ANSI/ESD STM 11.31に準拠し、静電気遮蔽エネルギー

の制限は10ｎJ未満
• 光透過率40％ - 袋の中身を確認できます。

品番 サイズ (W x L)

15023 51×76㎜

15024 51×102㎜

15033 76×76㎜

15036 76×152㎜

15038 76×203㎜

15046 102×152㎜

15048 102×203㎜

15056 127×152㎜

15058 127×203㎜

15066 152×152㎜

15067 152×178㎜

15068 152×203㎜

15088 203×203㎜

150422 102×559㎜

品番 サイズ (W x L)

150424 102×610㎜

150510 127×254㎜

150531 127×787㎜

150610 152×254㎜

150612 152×305㎜

150630 152×762㎜

150715 178×381㎜

150720 178×508㎜

150810 203×254㎜

150812 203×305㎜

150816 203×406㎜

150818 203×457㎜

150820 203×508㎜

150912 229×305㎜

品番 サイズ (W x L)

150Z33 76×76㎜

150Z35 76×127㎜

150Z44 102×102㎜

150Z46 102×152㎜

150Z53 127×76㎜

150Z58 127×203㎜

150Z68 152×203㎜

150Z610 152×254㎜

150Z810 203×254㎜

150Z812 203×305㎜

150Z1012 254×305㎜

150Z1215 305×381㎜

150Z1216 305×406㎜

150Z1218 305×457㎜

品番 サイズ (W x L)

150Z1518 381×457㎜

150Z1533 381×838㎜

150Z1818 457×457㎜

150Z2430 610×762㎜

ジッパーなしタイプ

813㎜×838㎜まで各サイズあります。

ジッパー付きタイプ

ジッパーなしタイプ
ジッパー付きタイプ

• 透明な静電気拡散性ポリエステルフィルム
 　- ESD保護エリア内で、静電気に敏感なアイテム
　 または非ESDアイテムの包装にご使用ください。  
• ANSI/ESD STM11.11に準拠し、静電気拡散性の
 　内側および外側の表面抵抗はRs：1 x 104 ～1 x 1011 Ω 
　 - ESD保護エリア全域で、ESDに敏感な製品への破損の 
　 リスクなく使用することができます。
• FTMS 101C/4046に準拠し、平均突き破り強度11.3㎏
 　以上、溶着シール幅9.5㎜で、内容物を衝撃から守り
　 ます。 
• アミンまたはN-オクタン酸を含みません。
• ESD保護のシンボルマークとロットコードが印刷されて
 　います。 

                            Statfree® 静電気防止ウルトラクリアバッグ

品番 サイズ (W x L)

13871 102×152㎜

13872 127×203㎜

13873 203×254㎜

13874 254×305㎜

13876 305×406㎜

13877 305×457㎜

13878 76×127㎜

ジッパーなしタイプ ジッパー付きタイプ

品番 サイズ (W x L)

13879 76×127㎜

13880 102×152㎜

13881 127×203㎜

13882 203×254㎜

13883 254×305㎜

13884 305×406㎜

13885 305×457㎜

幅610㎜まであります。
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MOISTURE BARRIER BAGS - BAGS & FILM ROLLS

                Dri-Shield® 2000 シリーズ
　　　　　　　　　　　　　　防湿バッグ＆フィルム

• アルミ蒸着を施したポリエステル層とポリエチレン層
を合わせた多層構造で、総厚が91㎛のフィルムを

　 使用しています。
• 湿気およびSTMのような静電気に敏感な製品に
　 対応しています。ANSI/ESD S20.20、ANSI/ESD 　    
　 S541、EIA 541、JESD625-A、EIA 583に準拠して
　 います。
• 水蒸気透過率 (MVTR)：0.54g/㎡/24時間以下
• 湿気に敏感な製品を保護する防湿バッグで、
 　ESD事象やEMIによる製品の損傷も防ぎます。

610㎜×762㎜まで各サイズあります。

品番 サイズ (W x L)

70035 76×127㎜

70046 102×152㎜

70058 127×203㎜

70068 152×203㎜

700610 152×254㎜

700624 152×610㎜

700630 152×762㎜

700810 203×254㎜

700812 203×305㎜

7001012 254×305㎜

7001020 254×508㎜

7001024 254×610㎜

7001216 305×406㎜

7001218 305×457㎜

防湿バッグ

品番 サイズ (W x L)

2000R 36X6800 914㎜×2073m

フィルムロール

                Dri-Shield® 3000 シリーズ 防湿バッグ

• ナイロン・アルミ箔・ポリエチレン
の層で構成された厚さ0.15㎜の
バッグ

• 湿気およびSTMのような静電気
に敏感な製品に対応していま
す。ANSI/ESD S20.20および

　 ANSI/ESD S541、ANSI/ESD
 　S11.4 Level 1、IPC/JEDEC
　 J-STD-033に準拠しています。
• 水蒸気透過率 (MVTR)
 　：0.0047g/㎡/24時間以下
• ナイロン補強層 - 鋭い角のある
 　製品の包装に最適です。ASTM
　 F392フレックステストに準拠して
 　性能を維持し、バッグ構造を
　 強化します。

品番 サイズ (W x L)

D3046 102×152㎜

D3088 203×203㎜

D30610 152×254㎜

D30630 152×762㎜

D30810 203×254㎜

D301010 254×254㎜

D301012 254×305㎜

D301018 254×457㎜

D301020 254×508㎜

D301030 254×762㎜

D301214 305×356㎜

                Dri-Shield® 3400 シリーズ 防湿バッグ

• ポリエステル・アルミ
箔・ポリエチレンの層
で構成された厚さ0.1
㎜のバッグ

• 水蒸気透過率 
(MVTR)：0.0047g/
㎡/24時間以下

• 内容物をESD電荷
と放電から保護しま
す。ANSI/ESD S11.4 
Level 1静電バッグの
放電シールド要件に
準拠しています。

• 貫通強度平均
　  ：9.0㎏以上

ジッパーなしタイプ

この他にも各サイズあります。

ジッパー付きタイプ

品番 サイズ (W x L)

D343.55.5 89×140㎜

D341620 406×508㎜

D3466 152×152㎜

D34714 178×356㎜

D34816 203×406㎜

D3413.524 343×610㎜

D341719 432×483㎜

D342836 711×914㎜

D3444 102×102㎜

D34527 127×686㎜

D343.81255 96.8×127㎜

品番 サイズ (W x L)

D34Z422 102×559㎜

D34Z1624 406×610㎜

D34Z68 152×203㎜

D34Z1012 254×305㎜

D34Z810 203×254㎜

D34Z35 76×127㎜

D34Z46 102×152㎜"

D34Z912 229×305㎜

D34Z1018 254×457㎜

D34Z1020 254×508㎜

D34Z10.2511.25 260×286㎜

• ポリエステル・アルミ箔・ポリエチレンの層で構成された
厚さ0.1㎜のバッグ

• 水蒸気透過率 (MVTR)：0.0047g/㎡/24時間以下
• IPC/JEDEC J-STD-033Bの湿気敏感性警告ラベルを
　 印刷したアルミ箔付き防湿バッグ- このラベルにより、
 　J-STD-020に定義されたレベル2.2a.3.4.5.5aの湿気に
 　敏感なデバイスであることを識別させます。
　 追加のラベルが不要です。
• 構成部品を乾燥包装する際に、静電気シールド保護
 　するためのバッグです。ANSI/ESD S20.20およびANSI/
　 ESD S541、ANSI/ESD S11.4 Level 1に準拠しています。
• 絶縁性ナイロン補強層 - ASTM F392フレックステストに

準拠した性能を維持し、電流の流れに対するバリア
 　としてANSI/ESD S541要件を満たし、バッグ構造を強化
　 します。

                            Statshield® 防湿バッグ

品番 サイズ (W x L)

13960 254×508㎜

13961 254×762㎜

13962 305×508㎜

13963 356×406㎜

13964 406×457㎜

13965 457×508㎜

使用例

防湿バッグ

品番 サイズ (W x L)

D301620 406×508㎜

D302024 508×610㎜

D303230 813×762㎜

D301624 406×610㎜

D301226 305×660㎜

D301824 457×610㎜

D302424 610×610㎜

D3085.5 203×140㎜

D301218 305×457㎜

D301220 305×508㎜

D301618 406×457㎜
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DESICCANT & HIC CARDS

                湿度表示カード

品番 品名
3HIC125 湿度表示カード、30-40-50％、125枚入り

4HIC100 湿度表示カード、10-20-30-40％、125枚入り

51015HIC125 湿度表示カード、5-10-15％、125枚入り

51060HIC125 湿度表示カード、5-10-60％、125枚入り

6HIC200 湿度表示カード、10-20-30-40-50-60％、200枚入り

3HIC125-CF コバルトフリー湿度表示カード、30-40-50％、125枚入り

51015HIC125-CF コバルトフリー湿度表示カード、5-10-15％、125枚入り

51060HIC125-CF コバルトフリー湿度表示カード、5-10-60％、125枚入り

6HIC200-CF コバルトフリー湿度表示カード、10-20-30-40-50-60％
、200枚入り

3HIC125

3HIC125-CF

                            湿度表示カード

品番 品名

13868 湿度表示カード、5-10-15％、125枚入り

13869 湿度表示カード、5-10-60％、125枚入り

13870 湿度表示カード、10-20-30-40％、100枚入り

                乾燥剤

                ラベル

品番 品名
1/6PLDES1200 Tyvek® パック入り乾燥剤、1/6ユニット、1缶1200個入り

品番 品名
113LABEL JEDEC（JEP113-B)の注意書き ラベル、102㎜×102㎜、100枚/ロール

129LABEL ラベル、MIL-STD-129準拠のマーク、51㎜×51㎜、500枚/ロール

7101 ESD警告ラベル、46㎜×64㎜、再利用可、500枚/ロール

7102 ESD警告ラベル、46㎜×64㎜、500枚/ロール

ALABEL 静電気に敏感の注意ラベル、47㎜×64㎜、500枚/ロール

ALABEL5/8X2 静電気に敏感の注意ラベル、16㎜×50㎜、1000枚/ロール

• 湿気を吸収するために防湿バッグの中に
　 乾燥剤を入れてご使用ください。
• STMのような湿度に敏感な製品を保護します。

湿度表示カードと併せての使用が望ましい
 　です。
• 乾燥剤は硫黄を含まない強力な不織布
　 プラスチックパックに入っています。
• オーブンで乾燥させることで再利用できます。
• 有害物質は入っていません。

1/6PLDES1200

113LABEL

ALABEL

129LABEL

• 湿気を吸収するために防湿
　 バッグの中に乾燥剤を入れて
 　ご使用ください。
• 再利用可 - 乾燥剤はオーブン

で乾燥させれば機能を回復さ
せることができます。

• 38㎜×76㎜

13840 13843

                            乾燥剤

品番 品名

13840 乾燥剤、1/2ユニット、1箱700個入り

13850 乾燥剤、1/2ユニット、1箱700個入り

113LABEL - IPC/JEDEC J-STD-020 ラベル
• J-STD-020で定められたレベル2.2a.3.4.5aの湿気に敏感なデバイスを識別
　 するため、防湿アルミ箔バッグで使用します。

129LABEL - MIL-STD-129N ラベル
• 新しい軍用規格に厳密に従って警告記号とメッセージを表示します。

7101 - ESD警告ラベル、再利用可能、RS-471
• 再利用可能で、オレンジ色の背景に黒字印刷。JEDEC-14 ラベルには
　 シンボルマークが印刷してあります。

7102 - ESD警告ラベル、 RS-471
• 破りやすく、黄色の背景に黒字印刷。JEDEC-14 ラベルにはシンボルマーク

が印刷してあり、書き足すスペースもあります。
ALABEL - 注意ラベル、RS-471
• 「静電気に敏感」の注意ラベル、JEDEC/EIA

ALABEL5/8X2 - 注意ラベル、RS-471
• 「静電気に敏感」の注意ラベル、JEDEC/EIA

13868

13869

ALABEL5/8X2

• 二塩化コバルトフリー湿度表示カード
• 欧州化学機関(ECHA) REACH規制において懸念

の高い物質として特定された化学物質は含まれて
いません。

• 梱包された製品が晒された相対湿度レベルを
　 表示します。
• カードは再利用でき、経済的です。
• カードはRoHS適合製品と一緒に出荷できます。
• 乾燥剤を使用して、表面実装デバイスなどの湿気

に敏感なアイテムを保護します。

湿度表示カード
• 梱包された製品が晒された相対湿度レベルを表示します。
• MS 200003-2およびMIL-P-116に適合 

コバルトフリー湿度表示カード
• 表示スポットが茶色（乾燥）から黄色（湿度）に変化します。
• 欧州化学機関（ECHA)REACH規制において分類
　 と表示が義務付けられているコバルトは含んで
 　いません。
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品番 品名

79200 透明テープ、13㎜×32.9m、プラスチック芯25㎜

79201 透明テープ、19㎜×32.9m、プラスチック芯25㎜

79202 透明テープ、25㎜×32.9m、プラスチック芯25㎜

79203 透明テープ、13㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79204 透明テープ、19㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79205 透明テープ、25㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79206 透明テープ、51㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79209 ESDシンボル付き透明テープ、13㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79210 ESDシンボル付き透明テープ、19㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79211 ESDシンボル付き透明テープ、25㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79212 ESDシンボル付き透明テープ、51㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79275 ESDシンボル＆黄ストライプ付き透明テープ、13㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79276 ESDシンボル＆黄ストライプ付き透明テープ、19㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79277 ESDシンボル＆黄ストライプ付き透明テープ、25㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

79278 ESDシンボル＆黄ストライプ付き透明テープ、51㎜×65.8m、プラスチック芯76㎜

TAPES & LABELS

79200

79212

79278• 高粘着性ゴム接着剤を使用した総厚0.06㎜の低帯電
 　透明セルロースフィルム - ロールから剥がした時の
 　電荷（23℃、相対湿度45％）を50V未満に抑え、ほとんど
　 のESDに敏感なアイテムの周辺で安全に使用できます。
• プラスチック芯 - 異物の破片や粒子、その他の汚染を最

小限に抑え、クリーンルームなどの場所でも使用
 　できます。
• 表面抵抗： 1 x 108 ～1 x 1011 Ω - ANSI/ESD S11.11に

則ってテストし、梱包基準の静電気拡散性制限 ANSI/
ESD S541に準拠しています。

                            Wescorp 静電気防止 透明テープ

• 高粘着性ゴム接着剤を使用した総厚0.06㎜の低帯電透明セ
ルロースフィルム

• ESDシンボル (MIL STD 1285 and ESDA)マークがついた
　 導電性シールド層（1×10未満） - 静電気に敏感なアイテム 
　 の静電シールドを提供するファラデーケージの作用に使用
　 します。
• 温度範囲：10℃～71℃

                            Wescorp 静電気防止テープ
　　　　導電性・電磁シールド

品番 品名

81250 電磁シールドテープ、13㎜×36m、紙芯76㎜

81251 電磁シールドテープ、19㎜×36m、紙芯76㎜

81252 電磁シールドテープ、25㎜×36m、紙芯76㎜

81253 電磁シールドテープ、51㎜×36m、紙芯76㎜

• 高粘着性ゴム接着剤を使用した総厚0.18㎜の低帯電クレープ紙
• 最大135℃×45分の耐熱性
• 表面抵抗：1 x 108～1 x 1012 Ω - ANSI/ESD S11.11に則ってテストし、

梱包基準の静電気拡散性制限 ANSI/ESD S541に準拠しています。

                            Wescorp 静電気防止テープ
　　　　耐熱・マスキング用

品番 品名

81260 マスキングテープ、13㎜×54.9m、紙芯76㎜

81261 マスキングテープ、19㎜×54.9m、紙芯76㎜

81262 マスキングテープ、25㎜×54.9m、紙芯76㎜

• ポリシロキシド接着剤を使用した
　 総厚0.06㎜のポリイミドフィルム
• 最大572℃×10秒の耐熱性
 　- はんだ付けやその他の用途で高温にさらされる可能性があっても
　 除去時に残留物を残しません。
• 表面抵抗：1 x 108 ～1 x 1012 Ω - ANSI/ESD S11.11に則ってテストし、

梱包基準の静電気拡散性制限 ANSI/ESD S541に準拠しています。

                            Wescorp 静電気防止
　　　　　　　　　　　　　　耐熱・ポリイミドテープ

品番 品名

81270 ポリイミドテープ、6㎜×32.9m、紙芯76㎜

81271 ポリイミドテープ、13㎜×32.9m、紙芯76㎜

81272 ポリイミドテープ、19㎜×32.9m、紙芯76㎜

81273 ポリイミドテープ、25㎜×32.9m、紙芯76㎜

                            ラベル

品番 品名
06711 適合性検証ラベル、再利用可、38㎜×51㎜、1000枚/ロール

06712 適合性検証ラベル、恒久接着、38㎜×51㎜、1000枚/ロール

06713 ESD保護シンボルラベル、恒久接着、25㎜×25㎜、1000枚/ロール

06722 「Attention」 ラベル、 RS-471、51㎜×51㎜、500枚/ロール

06727 「Attention」 ラベル、 MIL 129N、51㎜×51㎜、500枚/ロール

06730 「Attention」 ラベル、再利用可、RS-471、51㎜×51㎜、500枚/
ロール

06731 Class 0A ラベル、恒久接着、51㎜×51㎜、500枚/ロール

06736 防湿バッグ用ラベル、IPC/JEDEC J-STD 020、100枚/ロール

06770 ESDSを含む機器用ラベル、19㎜×51㎜、500枚/ロール

06711 - 再利用可能な適合性検証ラベル
• このラベルが貼ってあるアイテムは、ESD管理計画

の一部として試験されていることがわかります。
• 再利用可能な接着剤 - 非接合性接着剤により、
 　ラベルを剥がしやすく、糊残りがありません。

06712 - 恒久接着の適合性検証ラベル
• このラベルが貼ってあるアイテムは、ESD管理計画

の一部として試験されていることがわかります。
• 恒久的な接着剤 - ラベルを剥がさず一度きりの
　 使用に最適です。

06713 - 恒久接着のESD保護シンボルラベル
• このラベルが貼ってあるアイテムは、静電気対策

が施されているとわかります。
• 恒久的な接着剤 - ラベルを剥がさず一度きりの

使用に最適です。
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TOOLS & BRUSHES

品番 品名（ブラシ部寸法：縦×横×長さ）
35686 静電気拡散性ブラシ、フラット、ナイロン、5㎜×22㎜×19㎜

35687 静電気拡散性ブラシ、フラット、ナイロン、5㎜×51㎜×21㎜

35688 静電気拡散性ブラシ、ロング、ナイロン、6㎜×32㎜×14㎜

35689 静電気拡散性ブラシ、変形タイプ、ナイロン、32㎜×76㎜×24㎜

35690 導電性ブラシ、丸型、硬め、5㎜×5㎜×11㎜

35691 導電性ブラシ、ロング、硬め、6㎜×32㎜×17㎜

35692 導電性ブラシ、ロング、硬め、8㎜×60㎜×16㎜

35693 導電性ブラシ、フラット、硬め、5㎜×51㎜×19㎜

35694 導電性ブラシ、フラット、やや硬め、5㎜×13㎜×21㎜

35695 導電性ブラシ、変形タイプ、硬め、25㎜×76㎜×25㎜

ESDブラシは、プリント基板（PCB)やその他の静電気に敏感な機器から埃や汚れ、異物の破片を取り除くのに最適です。
作業者が接地していれば、従来のブラシによって発生する高電荷の危険がなく、ESDに敏感な組立部品の完全な掃除を可能にします。

静電気拡散性ブラシ
• 弾力性と耐久性、耐摩耗性に富んでいます。
• 黄色の毛はFOD（異物）を回避するための識別に非常

に役立ちます。

導電性ブラシ
• 豚の毛と他の2種の天然素材を混合した導電性のナイロンベース銅ブラシです。
• 硬い毛は主に電子機器用で、特に回路基板上のはんだや破片の除去に最適です。

• 人間工学に基づく六角形の
 　ハンドル
• 磁気を帯びない導電性300
　 シリーズステンレススチール
• ステンレススチールなので腐食
 　しません - 磁気を帯びていない　  
　 パーツと一緒に使用しても問題
 　ありません。

• MP3プレーヤーや携帯、ラップトップなどのプラスチック
ケースを開けるのに最適です。

• 木製/ナイロン製の仕上げによりデリケートな表面を
 　傷つけません。
• 耐熱性

品番 品名
35122 プローブ、ストレートタイプ、140㎜

35123 プローブ、フックタイプ、140㎜

35617 プローブ、角度付きタイプ、140㎜

35623 プローブ、円弧形状タイプ、140㎜

35630 プローブセット、4種類、ケース付き

ステンレス製プローブ

品番 品名
35175 チューブカッター

35250 スペーサー、ワイヤーハーネス

35175 -  チューブカッター
• ストッパーにより、チューブを一定の長さに
　 切断できます。
• 側面に目盛が付いているので、切断する
 　長さを計るのに便利です。
• ポリエチレン製
35250 - スペーサー
• 結束済みのワイヤーハーネスに追加ワイヤー

を入れるためのスペースを作ります。
• 300 シリーズステンレススチール製

品番 品名
35870 durAstatic® ツールボックス、トレー付き、368㎜×190㎜×127㎜

35870 - durAstatic® ツールボックス
• 静電気拡散性
• ポリプロピレン製
• 収納に便利な内部トレー付き
• 表面塗装はされていないため、

擦れても塗装が剥がれ落ちる
 　心配がありません。
　 また、ウォッシャブルなので、
 　清潔に保てます。

*ツールは含まれません

導電性ブラシ

静電気拡散性ブラシ

この他にも各サイズあります。

                     導電性＆静電気拡散性 ナイロンブラシ

                     プローブ

                     作業用器具                      durAstatic® ツールボックス

品番 品名
35616 木製プローブ、Orangestick、177㎜、100本入

35618 ナイロンプローブ、円錐-マイナスドライバー、177㎜、青

35619 ナイロンプローブ、マイナスドライバー（先割れ）、177㎜、黒

35621 ナイロンプローブ、円錐-マイナスドライバー、140㎜、黒

35622 ナイロンプローブ、円錐-マイナスドライバー、152㎜、黒

ナイロン/木製 プローブ
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CUTTERS, PLIERS, TWEEZERS, AND DESOLDERING BRAID

00D-SA-CH

M2A-SA-CH

P2A-STD

15AGW-CH

1304B-SA-STD-CH

T5508W-SA-STD-CH

通常タイプ

P511

フラットタイプ

P541

P531

ラウンドノーズ

P551

ベントノーズ

P521

先細タイプ

中サイズオーバルヘッド
フラッシュ

5112

精密サイズテーパーヘッド
精密フラッシュ

5423 5071 5112T

5513 5223 5004 5212T 5084W

5312W

テーパーヘッドニッパー
• テーパーなので狭い領

域での作業に適してい
ます。

特殊ニッパー
• 先端が細いので届き

にくい領域へアクセス
できます。

オーベルヘッドニッパー
• 一般的な用途に最適

なニッパー

Class T ハードワイヤーニッパー
• タングステンカーバイドの刃

を炭素鋼本体に銀で蝋付け
してあります。

Class W ハードワイヤーニッパー
• 全体がタングステン合金で作られて

います。狭い領域での硬質細線の
切断に適しています。

ニッパー
精密ニッパーは、静電気保護かつ無鉛で、クッショングリップとスチール板バネがついています。持ち手の長さが２種類あり、ベアリングを使用
しているので動作が滑らかで、刃先は高周波焼入れされています。先端形状には、楕円形、テーパー、角度付きなどがあります。
ニチノール（Ni-Ti）合金やステンレス鋼、その他のハードワイヤー材料を切断でき、医療機器の製造にも使用されています。

ピンセット
• スイス製の精密ピンセット
• ピンセットの種類には、静電気保護、カッティング
　 、ステンレス、非損傷、ミニなどがあります。

One Step ハンダ吸取り線
• 回路板上の部品やパッドからハンダを
　 簡単に取り除けます。
• 良質な銅素線が組み込まれているので、
　 わずかな使用量で吸取れます。
• 清浄な非酸化銅ワイヤー製で、緻密に
 　編み込まれているので、ハンダの素早い除去が
　 可能です。 

ペンチ
• 精密ペンチは、静電気保護かつ無鉛です。
• 持ち手の長さが２種類あり、クッショングリップ

とスチール板バネがついています
• 軌道輪ラップ継手なので動作が滑らかです。
• 先端形状には、チェーン、ラウンド、ニードル
 　、ベントなど15種類以上あります。

品番 品名
OS-A-5AS One Step、0.64㎜×1.5m、帯電防止、25巻入り

OS-B-5AS One Step、1.3㎜×1.5m、帯電防止、25巻入り

OS-C-5AS One Step、1.9㎜×1.5m、帯電防止、25巻入り

OS-D-5AS One Step、2.4㎜×1.5m、帯電防止、25巻入り

OS-E-5AS One Step、3㎜×1.5m、帯電防止、25巻入り

*3m、7.5m、30mもあります。

下記記載の製品は、最も人気のあるニッパーです。特定の切断用途に適合する他のニッパーについての
詳細は、当社のWEBページをご覧いただくか、担当者にご相談ください。

下記記載の製品は、最も人気のあるピンセットです。

下記記載の製品は、最も人気のあるペンチです。
プラスチックステンレス 先端交換可能

ミニ カッティング ウェハー用

小型精密フラッシュ 通常サイズオーバルヘッドフラッシュ
タングステンカーバイド刃

タングステン合金精密サイズ
オーバルヘッド精密フラッシュ

大サイズオーバルヘッド
精密フラッシュ

中サイズテーパーヘッド
精密フラッシュ

角度50度テーパーヘッド
フラッシュ

通常サイズテーパーヘッドフラッシュ
タングステンカーバイド刃

タングステン合金角度50度
薄型フラッシュ
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LIQUID DISPENSERS

• ボトルは静電気拡散性で、静電気
に敏感なプリント回路を保護する
ために設計されています。

• 移動性添加物は含まれていません。
• ESD保護のシンボルマークを浮き彫り

にしてあります。
• カスタム印刷が可能です。

• HDPEボトルで、各種溶
液に使用できます。

• 角型なので安定性が
高く、保管場所もとりま
せん。

• 広口で液体の注入が
容易です。

• 半透明で中の液面が
わかります。

• カスタム印刷が可能
です。

品番 品名 色
35267 ピュアタッチポンプ、180cc 黄

35268 ピュアテイクポンプ、180cc 黄

35270 ワンタッチポンプ、180cc オレンジ

35273 ワンタッチポンプ、180cc 緑

35276 ワンタッチポンプ、180cc 黄

35282 ワンタッチポンプ、120cc 青

35283 ワンタッチポンプ、180cc 青

35284 ワンタッチポンプ、240cc 青

35285 ピュアタッチポンプ、180cc 青

35286 ピュアテイクポンプ、180cc 青

35287 テイクアロングポンプ、
180cc

青

品番 品名
35304 ワンタッチポンプ、60cc

35305 ワンタッチポンプ、120cc

35309 ワンタッチポンプ、180cc

35312 ワンタッチポンプ、240cc

35505 ピュアタッチポンプ、120cc

35508 ピュアタッチポンプ、180cc

35510 ピュアタッチポンプ、240cc

35701 テイクアロングポンプ、60cc

35702 テイクアロングポンプ、120cc

35703 テイクアロングポンプ、180cc

• 高密度ポリエチレン durAstatic®のボトルは
 　静電気拡散性で、静電気に敏感なプリント
　 回路を保護するために設計されています。
• 知る権利（RTK) ラベルはOSHAの有害性周知

基準29 CFR 1910.1200の要件であるように、
化学物質の危険性を従業員に知らせます。

品番 品名 色
35730 ワンタッチポンプ付きボトル、

　　　　　　　　　　　　「Acetone」印字、180cc
青

35731 ボトルのみ、「Acetone」印字、180cc 青

35732 ボトルのみ、「Acetone」印字、180cc 緑

35733 ボトルのみ、「Acetone」印字、180cc 黄

35734 ボトルのみ、「Acetone」印字、180cc オレンジ

35735 ワンタッチポンプ付きボトル、
　　　　　　　　　　　　　　　「IPA」印字、180cc

青

35736 ボトルのみ、「IPA」印字、180cc 青

35737 ボトルのみ、「IPA」印字、180cc 緑

35738 ボトルのみ、「IPA」印字、180cc 黄

35739 ボトルのみ、「IPA」印字、180cc オレンジ

• 針付きの低密度ポリエチレン durAstatic®
 　フラックスディスペンサーは、静電気に敏感 
　 な機器の周囲で安全に使用できます。
• ボトルと導電性キャップはESD特性があり、
 　長期にわたってご使用いただけます。
• ESD保護のシンボルマークを

浮き彫りにしてあります。
• カスタム印刷が可能です。

品番 品名 色
35598 ディスペンサー、替え針付き（18/20/26GA） 青

35599 ディスペンサー、替え針付き（18/20/26GA） 黄

• 琥珀色のボトルなので、光に敏感
な液体に最適です。

• ガラス製なので、プラスチックに
 　反応する溶剤にも使用できます。
• 半透明なので中の液面がわかり

ます。

品番 品名
35112 ピュアタッチポンプ付きボトル、120cc

35315 ワンタッチポンプ付きボトル、120cc

• 上部を回すことによって、
　 ポンプ機能のON/OFFが
 　できるので、旅行などに
　 携帯できます。
• 高品質ポリプロピレン製で
 　高耐久かつ軽量です。

品番 品名
35211 HDPE、円筒型、120cc

35215 HDPE、丸型、240cc

• 高品質ポリエチレン
• 多くの溶剤に適しています。
• 白色のボトルは液体が
　 見やすくなっています。
• スライド式の蓋は
 　アルコールに最適です。

品番 品名
35601 茶色HDPE、「Alcohol」印字、240cc

35602 茶色HDPE、240cc

35603 白色HDPE、240cc

                     durAstatic®

 　　　　静電気拡散性HDPEボトル

                     有害性の周知 (HCS) 
　　　　　　静電気拡散性HDPE ボトル

                     HDPEボトル（白色）

                     durAstatic® 
   静電気拡散性フラックスディスペンサー

                     Lasting Touch 
　　　　　　　　　　　　　ディスペンサー

                      ロック機能付き
　　　　　　　　　　　　　ディスペンサー

                     琥珀色のガラス瓶
　　　　ステンレススチールポンプ付き
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VACUUMS

                設備清掃用掃除機

品番 品名
497AJN 設備清掃用掃除機、100VAC

497AJX 設備清掃用掃除機、試料採取用100VAC

497ABG 設備清掃用掃除機、220VAC

497ABG-NO 設備清掃用掃除機、電源コードなし、220VAC

• ESD保護デザイン
• 微粒子の集塵用設計
• トナーや塵を取り除いたり、データ

処理装置を掃除するのに最適
• 携帯可能で、簡単に設置できます。
• 電源コードが取り外し可能で収納に

便利です。

• 高性能の静電気対応掃除機です。
• 効率99.97％、0.3ミクロンのHEPAフィルターで、

鉛やガラス、花粉、すすなどを除去します。
• ホース、吸い込み口、ブラシ、隙間用ノズルなど

すべての部品に静電気対策を施してあります。
• フィールドサービスの用途に最適です。
• 表面実装やマウンター、基盤取扱装置な

ど、ESD対策を施された場所で安全に掃除
　 できます。

品番 品名
35852 高性能Hepa掃除機、100V 

35855 交換フィルター、高機能Hepa掃除機用 

35857 高性能Hepa掃除機、バッグ・フィルター付き、100V 

                     HEPA 掃除機

• 吹き出し機能付きフィールドサービス用掃除機は、ESD
 　保護エリア内の表面実装やマウンター、基盤取扱装置
　 などの塵や埃を取り除きます。また、OA機器やラボ、
 　医療用機器、電子機器製造現場などESD保護製品の
　 使用が必要なあらゆる場所でご使用いただけます。
 　本製品はESDに対して完全に安全です。
• 静電気拡散性筺体
• 静電気拡散性アタッチメント/付属部品
• 耐久性の高いコンパクトなデザイン
• 5段階フィルターシステム搭載
• 0.3ミクロンまでの粒子を保持

品番 品名
35840 BLOW-VAC (吹き出し機能付き)掃除機、100V

35841 BLOW-VAC (吹き出し機能付き)掃除機、出力調整機能付き、100V

35843 BLOW-VAC (吹き出し機能付き)掃除機、出力調整機能付き、220V

                     BLOW-VAC
　　　　　吹き出し機能付き掃除機
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Scorpion 
リワークシステム
BGA、CGA、QFN、極小チップなど
の表面実装部品の取付け、取外し
を行うリワークマシンです。

Scarab Site 
クリーニング
システム
使いやすいオールインワンで、
正確で反復可能なプリント基板
のパターンへのクリーニングを
非接触で行います。

品番 品名

APR-2000-SCS Scarab Site クリーニングシステム

品番 品名

APR-1200-SRS Scorpion リワークシステム、マニュアルプレイスメントヘッド

APR-1200A-SRS Scorpion リワークシステム、オートプレイスメントヘッド

670050 Scorpion リワークシステム、XL、マニュアルプレイスメントヘッド

670051 Scorpion リワークシステム、XL、オートプレイスメントヘッド

SmartPlace ビジョンシステム
• 光学アライメントを改善するための

デュアルカメラアッセンブリー
• 拡散LED照明により、影ができず

位置合わせが容易です。
• 最適で明瞭な高解像度ズーム

ソフトウェア機能
• On-the-fly の温度プロファイル
　 管理により、セットアップ時間が
 　最小限に抑えられます。
• ハンダ接合部とヒーターの温度を

リアルタイムにグラフィック表示
• パスワード保護を備えたユーザー

レベル
• 世界各国のオペレーターのための

12種類の言語設定

ハードウェア機能
• 2800Wデュアルゾーン対流加熱
　 ボトムヒーターと550Wリフロー
 　ヒーター（可変エアフロー付き）
• 外部PCや外部エアー供給を必要

としないオールインワン
• 単相200-240VAC、50/60Hz、15A

ハードウェア機能
• 2800Wデュアルゾーン対流加熱
 　ボトムヒーターと550Wリフロー
　 ヒーター（可変エアフロー）
• 外部PCや外部エアー供給を必要

としないオールインワン
• 単相200-240VAC、50/60Hz、15A 

操作機能
• 非接触でパターンに残ったハンダ

を除去し、ハンドツールを使用した
際のプリント基板損傷のリスクを
排除します。

• 精密レーザー式高さセンサーが
自動的にZ軸を調整し、はんだ

　 除去エリア全体で一貫した動作を 
　 実現します。

ソフトウェア機能
• On-the-fly の温度プロファイル
 　管理により、セットアップ時間が
　 最小限に抑えられます。
• ハンダ接合部とヒーターの温度を

リアルタイムにグラフィック表示
• 内部メモリー付き。USBメモリを
 　使用してコピー・転送ができます。

リフローノズル
• 近隣の部品に影響を与えることなく、対象

のコンポーネントを囲みリフローします。
• バイメタルピンセットを備えたツイーザー

ノズルは、温められると内側に曲がり、
　 ソケットやPoPなどのバキュームでは吸着 
　 できないコンポーネントをつかみます。

ステンシル
• ステンシルは、ハンダペーストを
 　コンポーネント側に直接塗布して
　 基板へ搭載します。

たった2週間で

カスタムもできます！！

Scorpion ツール＆付属品 磁器コーティングハンダポット

品番 品名

670030 磁器コーティングハンダポット、120VAC

• 260～524℃の範囲の一般向け
はんだポット

• 撚り線や電気部品、プリント
　基板などのハンダ製品に
• ±6℃の温度制御を備えた
  サーマルスイッチは、最小の
  変動で温度を維持します。
• 直径64㎜×深さ38㎜、容量

907gの磁器コーティングされた
　ポッドで、耐用年数を延ばします。
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ESD WORKSTATION
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20. フットグラウンダー
19ページ

16. 導電性マット　
連結型

17ページ

12. ディスペンサー
30ページ

14. プローブ＆ピンセット
28ページ

11.ナイロンブラシ
28ページ

15. 床仕上げ剤
18ページ

19. 作業台用
イオナイザー

10ページ

13. ラベル
26ページ

18. 常時モニター
12ページ21. SmartLog Pro®

7ページ

10. ESDイベントメーター
4ページ

8. 表面抵抗測定セット
5ページ

7. ラバーマット
16ページ

1.  オーバーヘッド
イオナイザ
10ページ

3.  椅子カバー
23ページ

6. 台車用アース
23ページ

7

1

9. WS Aware
モニター
8ページ

4. 導電性
ビニールタイル

18ページ

2. 静電袋
24ページ

5. 導電性ラバーマット
１７ページ

17. スモック 
22ページ
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