CAUTION
CONTAINS PARTS AND
ASSEMBLIES SUSCEPTIBLE TO
DAMAGE BY ELECTROSTATIC
DISCHARGE (ESD)
Item # 06770

品Item
番
06770

1.9cm
x 5.1cm
3/4"
x 2"

によると、「ESD敏感性シンボルは、ESD事象に敏感な組⽴品やデバイス

Per
ANSI/ESD S8.1 section 3.1 ESD Susceptibility Symbol Application
に使⽤しなければならない」また、「このシンボルは、ESD保護包装を閉
states
1 “The ESD susceptibility symbol should be used on assemblies
じたり密閉したりするのに使⽤するラベルに取り⼊れて、包装の内部の材
and
devices
that have a sensitivity to ESD events.” and, “The symbol
料がESDに敏感であることを⽰すために使⽤することもある。」
may be incorporated on a sticker used to close or seal ESD protective
packaging
to indicate that materials inside the package are ESD
ANSI/ESD S20.20パラグラフ6.2.5.1、ESDS組⽴品と機器より
susceptible.
「ESDSパーツや組⽴品を含むESDS組⽴品や機器は、ESDS組⽴品が次⾼
位組⽴品に組み込まれる時に、簡単に⽬視できる場所にESDの警告シンボ

Per ANSI/ESD S20.20 Paragraph 6.2.5.1. ESDS Assemblies and
ルマークで印を付けなければならない。」
Equipment “ESDS assemblies and equipment containing ESDS parts
and assemblies should be marked with an ESD caution symbol located
in a position readily visible when an ESDS assembly is incorporated into
its next higher assembly.”
RoHS 適合について
Compliance Statement
この製品を製造する際に以下の材料は意図的に混⼊されていません：鉛、⽔銀、カドミ
None of the following materials are intentionally added in manufacturing this
ウム、六価クロム、多臭素化ビフェニル（PBB）またはポリ臭素化ビフェニルエーテル
product: lead, mercury, cadmium, hexavalent chromium, polybrominated
（PBDE）など、指令
2002/95/EC 項⽬diphenyl
4.1.に概要が記載されているもの。
biphenyls (PBB) or polybrominated
ethers (PBDE) as outlined in the
弊社のホームページをご参照ください。
Directive 2002/95/EC Article 4.1. See Desco Industries Inc. letter on-line at
Desco.com.

⾊ ：⻩⾊の背景に⿊字で印刷
COLOR:
Yellow with black printing

特に記載の無い限り、公差は±10%。
Unless otherwise noted, tolerance is ± 10%
仕様と⼿順は予告無く変更することがあります。
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ラベル、ESDS機器在中
LABEL,
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〒289-1115 千葉県⼋街市⼋街ほ20-2
DESCO
EAST: ONE COLGATE
WAY, CANTON, MA 02021-1407
Tel:043-309-4470
Fax:043-309-4471
PHONE
(781) 821-8370 FAX (781) 575-0172
DescoAsia.co.jp

Employee Owned

Made in the
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包装：1巻500枚、直径7.6cmの芯、品質管理トレーサビリティーのために⽇付と
PACKAGED: 500 per roll, 3" diameter core, Date/Lot Coded for QC Traceability
ロット番号刻印
Pressure sensitive labels are designed to call immediate attention to items that are
加圧で接着するラベルは、ESDによる損傷に敏感なアイテムへの速やかな注意喚起
susceptible to damage from ESD. The permanent adhesive labels are designed
for use on packages, containers, and anywhere a permanent warning is required.
を促すために考案されています。恒久的な接着剤付きのラベルは、包装、容器など常
Labels are coated with varnish for added durability.
⽤的に警告を必要とするどのような場所でも使⽤できるよう考案されています。ラベ
ルは、耐久性を⾼めるために光沢を付けてあります。
PAPER SPECIFICATIONS:
Facestock:
60# SemiGloss Litho
紙の仕様：
Adhesive:
B-82
⽀持体
60# 半光沢仕上げのリトグラフ
Liner: ：
40# RL
接着剤 ：
B-82
ライナー：
40#RL
INK & VARNISH
SPECIFICATIONS:
Water Resistance:
Excellent
Grease Resistance:
Excellent
インクと上塗剤の仕様：
Alcohol Resistance:
耐⽔性
：優良 Excellent
油汚れへの耐性：優良
耐アルコール性：優良
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修理担当者に、開梱時にESDの予防措置が必要であることを警告します。
Warns
repair people that ESD precautions are required when opening.
MIL-STD-1686Cでは、「ESDSパーツ及び組⽴品を含む機器は
MIL-STD-1686C
states “Equipment containing ESDS parts and
『ESD敏感性』シンボルのマーキングが必要です。このシンボルマークは
assemblies
shall be marked with the (ESD susceptibility) symbol. The
機器の外側表⾯に付ける必要があり、作業者が機器内のESDSパーツや組
symbol
shall be located on the exterior surface of the equipment and
⽴品に近づく前に、すぐに⽬視できるようにしなければなりません。以下
readily
visible to personnel prior to gaining access to ESDS parts and
のESD警告⽂書をRS-471
シンボルのすぐ隣に合わせて表⽰することが
assemblies
within the equipment.
The following ESD caution statement
should
be paced adjacent to the RS-471 symbol:
必要です。<警告、静電気放電（ESD）による損傷に敏感なパーツと組⽴
“CAUTION,
CONTAINS PARTS AND ASSEMBLIES SUSCEPTIBLE
品が含まれています〉」（パラグラフ5.7.2参照）とあります。
TO DAMAGE BY ELECTROSTATIC DISCHARGE (ESD).” (Ref.
paragraph
ANSI/ESD 5.7.2)
S8.1 セクション3.1「ESD敏感性シンボルの適⽤」
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