静電防⽌耐熱マスキングテープ
ESD High Temp Masking Tape

ウェーブハンダ付けのPCBゴールドのマスキングにご使⽤頂けます。

Used in applications masking PCB gold features for wave soldering
・防⽔

テープは紙製コアに
Tape is wound on
巻いてあります。
a paper core.

ご使⽤者は、ご⾃⾝の使⽤⽬
The
user must determine
的に本製品の使⽤が適切かど
the
suitability for use of the
うか判断してください
product
for its intended use

使⽤者は、ご⾃分の使⽤⽬的に対するこの製品の適性を判断するものとし
Users shall determine the suitability of the product for its intended use.
ます。最⾼の結果を得るために、テープ在庫品は継続的に補充してくださ
For best results, tape inventory should be continually replenished. It is
い。テープロールは⽔平に保管し、定期的に反転させる（反対側にひっく
recommended that rolls of tape be stored flat and rotated (flipped over to
り返す）ことをお奨め致します。テープは、適度な気温約20℃が保たれた
the other side) periodically. Tapes should be stored in a dry, well ventilated
、乾燥して⼗分に換気された室内に保管し、直射⽇光に当たらないように
room with a reasonably consistent temperature of 68°F (20°C) and be
protected from exposure to direct sunlight. Tape should not be stored in
してください。紫外線や湿気、熱に晒されるところでは保管しないでくだ
ultraviolet sunlight, moisture, or heat.Tape over one year old should be
さい。１年以上経過したテープは、使⽤者がその⽤途に適しているかどう
evaluated by the user to determine acceptability for the user’s application.
か判断するために評価してください。弊社は購⼊⽇付から１年間、Wescor
Desco Industries, Inc. recommends those tracking useful life of product to
p
ブランドの静電防⽌テープが、素材（部品）と⼯程（労働）において
use
shipping/invoice date as Desco Industries, Inc. expressly warrants that
⽋陥がないことを明⽩に保証しておりますので、出荷・請求書の⽇付を利
for a period of one (1) year from the date of purchase, our Wescorp Brand
ESD Tape will be free of defects in material (parts) and workmanship (labor).
⽤して、製品の耐⽤年数を追跡することをお奨め致します。保証規定の詳
See details of Limited
Warranty online at Desco.com/Warranty.aspx
細については、
オンラインDesco.comをご覧ください。

•
Waterproof
・摩擦電気は多少発⽣しますが、電荷保持は最少量です
•
Does tribocharge, but has minimal charge retention
・厚さ0.18mm
11 Ω mm) total thickness
•
7 mil (0.007”
・接着⾯
1.2 x or
100.18
11 ohms
•
Adhesive
surface
Ω 以下
相対湿度50％でANSI/ESD S11.11に従って試験
・フィルムの抵抗 1 x1.2
10x1110
11
•
Film resistance
< 1 x 10 ohms tested per ANSI/ESD S11.11 at 50% RH
・耐熱最⾼温度
135℃で最⻑45分
•
Max Temp 135°C (275°F) 45 minutes max
・毒性はありません
•
Non-toxic
・pH中性
•
pH neutral
・耐腐⾷性
•
Non-corrosive
・引張強度︓3.9kg/cm
•
Tensile: 22 lbs./in.
・スチールへの接着︓1.55kg/cm2
•
Adhesion to Steel: 35 oz./inch2
・伸張率︓8％
•
Elongation: 8%
・気温範囲︓0℃〜135℃
•
Temperature Range: -32°F to +275°F
・粘着剤︓天然ゴム
•
Adhesive Mass: Natural Rubber
・接着剤︓⾮染⾊性
•
Adhesive: Non-Staining
・優れた適合性
•
Excellent Conformability
Note: Waterproof release coating does generate static charges during unrolling.

注意︓防⽔性の剥離紙は、テープを解くときに静電気を発⽣させます。ゆっくりとロールから
We recommend slow undwinding, utilizing an Ionizer to neutralize charge.
剥がすこと、電荷を中和させるためにイオナイザを活⽤することをお奨め致します。
幅
- 下表参照
Width
- See Table Below

Tape
テープ

12mm
0.5"

静電防⽌耐熱マスキング
ESD High Temp Masking 81260

18mm 25mm
.75"
1"

コア径
Core

⻑さ
Length

75mm 6055m
81261 81262 3"
yds
テープ幅公差±0.8mm
Width
tolerance ±1/32"

*Wescorp isは、Desco
a Desco Industries
brand.
*Wescorp
Industries
のブランドです。
Note: Tape rolls may vary slightly in color
注意︓テープロールの⾊はわずかに変わる可能性があります。
テープ幅は測定基準
Tape widths
are nominal metric
±0.8mm（±1/32"）です。
±0.8 mm (±1/32").
1/2" is 121/2"
mm は公称12mm
nominal or 0.472"
3/4" is 183/4"
mm は公称18mm
nominal or 0.709"
1"
is 24 1"
mmは公称24mm
nominal or 0.945"

RoHS
and Conflict Minerals Statement
RoHS 2,
2 REACH,
およびREACH、紛争鉱物について
None
of the RoHS2 restricted materials or REACH2 (Registration,
Evaluation and Authorization of
本製品の製造過程において、制限物質であるRoHS
および2017/07/07と関連性の⾼いREACH
Chemicals)
substances of very high concernand
as of
2017/07/07, or Conflict Minerals are intentionally
（Registration,Evaluation,Authorization
Chemicals）物質、紛争鉱物のどれも意図的に加
added
in manufacturing this product. Ref: European Union Directive 2011/65/EU and Regulation
えられることはありません。
(EC)
No. 1907/2006/CE.
See Descoおよび規則
Limited Warranty
at Desco.com.
参照︓欧州連合指令
2011/65/EU
(EC) No.1907/2006/CE
6SHFL¿FDWLRQVDQGSURFHGXUHVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
仕様と⼿順は予告なく変更する場合があります。
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