⻩⾊のポリエステル素材
Yellow
Polyester Material

接着⾯

Black Conductive Strip

1/2"
1.3cm

12"

製品の明細：

DESCOの使い捨てタイプヒールグラウンダーは、静電気対策を施された床でのご
Description:
使⽤時に接地経路を確保し、静電気の発⽣を防ぎます。⾒え易い⻩⾊のポリエステ
Desco’s disposable heel grounder provides a path-to-ground and does not
ル製繊維により、装着者が適切に接地していることが⼀目でわかります。この素材
generate a charge when used with an ESD floor. The highly visible yellow
は、靴や床を傷付けることがありません。
polyester fabric identifies wearers as properly grounded. The material is
1回限りの使⽤に設計されていますので、再使⽤はお控えください。
non-marring and will not mark floors. The disposable heel grounder is designed
for single use and should be removed and disposed of after use.

装着の仕⽅：

１．ヒールグラウンダーの先端の⿊い丸が、かかとの中央に当たるように靴の中に
Installation:
⼊れ込んでください。
1. Insert the non-adhesive end of the heel grounder inside the shoe so that the
２．接着⾯がかかと底⾯（靴底）に接着するように、靴の後⽅（⼜は側⾯）周囲に
black
dot is in the center of the heel area.
ヒールグラウンダーを巻きつけてください。
2. Wrap the heel grounder around the back (or side) of shoe so that the adhesive
３．かかとと接触する接着⾯に余分な部分があれば、切り取ってください。かかと
can
be adhered to the bottom of the heel.
以外の靴の他の部分に接着部分が接触しないようにしてください。
４．靴の中に⾜を⼊れてください。使い捨てタイプヒールグラウンダーは、両⾜の
3. Remove perforated sections section of paper from adhesive that will come in
contact
with the heel. Do not allow adhesive to come in contact with any part
靴に装着して、静電気対策を施された床で使⽤します。
of the shoe except for the heel. The adhesive may leave a residue.
５．接地状態を確認するテスターで、装着したフットグラウンダーを⽚⾜づつ測定
してください。
4. Step
in to shoe. Disposable heel grounder is to be installed on both shoes and
used with ESD flooring.
電気特性：
5. Test each worn foot grounder with a Personal Grounding Tester
寸
法
：1.3cm x 30.5cm
接地までの抵抗（Rtg）：≧
Electrical Properties: 5 x 104 > 8 x 105 Ω
Dimensions: 1/2" x 12"
Resistance to Ground (Rtg):
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> 8 x 105 ohms

DESCRIPTION
Disposable Heel Grounder

LENGTH
12"

PKG.
100

Unless otherwise noted, tolerance ± 10%

Bottom Heel of Shoe

Heel Grounder, High Visibility, Disposable
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