製品の説明：
Description:

Statfree
T2TM
は、ANSI/ESD
S20.20
の作業表⾯の要求事項及び
S4.1 の推奨に適合します。
Statfree T2™
meets
the worksurface
requirements
of ANSI/ESD S20.20 andESD
recommendation
of ESD S4.1. This material is a dual
この素材は、⼆つの⽬的を持つゴム素材です。⼆層の構成により、静電気拡散性または導電性のマット製品として使
purpose rubber matting material. The two layer construction allows it to be used as a dissipative or a conductive matting product.
The soft dissipative layer makes an excellent table mat, ideal for use in soldering and assembly areas. This rubber material has
⽤できます。柔らかい静電気拡散性層は優れた作業台マットになり、ハンダ作業や組⽴エリアで使⽤するのに最適で
superior resistance to heat, abrasion, chemicals, and is easy to clean and maintain. Statfree T2™ material will not melt and does not burn
す。このゴム素材は、耐熱性、耐摩耗性、耐薬品性に富み、清掃が簡単で維持し易いです。熱した⾦属パーツやハン
when coming into contact with hot metal parts or soldering debris. It is amine, chloride, sulfide, alumina, and magnesia free. Statfree T2™
ダ付けの残余物に接触しても溶けることがなく燃えません。アミン、塩化物、硫化物、アルミナ、酸化マグネシウム
is suitable for use with continuous monitors. The green material identifies the worksurface as a Lead-Free work zone. See
は含まれていません。本製品は、常時モニターと合わせて使⽤するのに最適です。
illustration on the reverse side.
このグリーンの素材により、作業表⾯が無鉛の作業ゾーンであることがわかります。
Statfree T2™ is manufactured without any ozone depleting substances, and is in accordance with the Montreal Protocol.

本製品は、オゾン層を破壊する物質を使⽤せずに製造されており、モントリオール議定書に基づいています。

電気特性：
Electrical Properties:
グリーン
GREEN
Disclaimer:
All statements, technical data, and recommendations
contained herein are based upon tests we believe to
be reliable. However, the accuracy or completeness
thereof is not guaranteed. The proper and correct
applications of products and data is the responsibility
of the user. Statements or recommendations not
contained herein shall have no force or effect unless
embodied in a written agreement signed by
authorized offers of Desco Industries, Inc.

保証規定：
Limited Lifetime Warranty:
Descoは、Statfree
マット製品が
Desco warrants for one
year that
Statfree® matting products will be free
素材と⼯程において⽋陥が無いこと
of defects in materials and workmanを1年間保証し、静電気拡散性・導
ship and will guarantee dissipative/
電性マットの特性をマットの製品寿
conductive mat properties for the life of
命まで保証します。不適切なクリー
the mat. Damage to matting caused by
ナーの使⽤を含めて、誤った使⽤等
misuse of any kind, including using
inappropriate cleaners is not covered
により⽣じたマットの破損は、弊社
by Desco Limited Warranty.
の保証規定が適⽤されません。
Tolerances:
公差：
Width
+/- .250"
幅：±6.35mm
⻑さ：マット素材⻑さ約30cm毎
Length
+/- .250" every 1
に±6.35mm
linear
foot of running material.

Made in America

特性
試験⽅法
数値
Property
Test Method
Value
8 Ω
RTT
106- 1010
6 - 108 Ohms
RTT 抵抗:
Resistance:ESD S4.1
ESD S4.1
7 - 108 7Ω
RTG
抵抗：
ESD
S4.1
10
RTG Resistance:
ESD S4.1
10 - 108 Ohms
Charge Decay: FTMSFTMS
101C,
Method 4046
減衰時間：
101C,
⽅法4046
0.01秒 0.01 seconds
Electrical Properties obtained by testing to industrial standards by an independent testing laboratory @ 100 Volts and 50% relative humidity
電気特性は、独⽴した試験ラボによる⼯業規格に基づいた試験で得られた数値であり、
unless otherwise specified. Complete text of the test report is available upon request.
特に記載のない限り100V、相対湿度50%です。

仕

RoHS
RoHS 適合性の規定
Compliance Statement
本製品の製造において以下の材料を含んでいないことを
None of the following materials are intentionally added
in manufacturing this product: lead,
mercury,
cadmium,
保証します：指令2002/95/EC
条項4.1
に記載されて
hexavalent chromium, polybrominated biphenyls (PBB)
いる鉛、⽔銀、カドミウム、六価クロム、ポリ臭化ビフ
or polybrominated diphenyl ethers (PBDE) as outlined in
ェニルポリ臭化ジフェニルエーテル。
the Directive
2002/95/EC
4.1. See Desco
DESCO
Industries
Inc.のArticle
オンラインDesco.com.
Industries Inc. letter on-line at Desco.com.
をご参照ください。

様：

構成 ：
⼆層式ゴム素材、無鉛
Specifications:
厚さ ：
1.5mm
Construction:
Dual-layer rubber material, lead-free
⾊*
：
緑（表⾯）、⿊（裏⾯）
Thickness:
0.060" (1.5mm)
⽣地* ：
若⼲のエンボス加⼯
Color:*
Green
(top), Black (bottom)
2
重量
：
0.2g/cm
Texture:*
Slight embossed
2)
硬さ
65±5 0.43
ショア"A"、
ASTM-D2240に基づく
Weight:：
lbs./sq. ft. (0.2g/cm
Hardness:
65 ± 5 Shore “A”, per ASTM-D2240
耐熱性：
熱いハンダやハンダごてとの接触時に溶けたり燃えたりしません。
Heat Resistance:鉱酸、有機酸、還元剤、脂肪族炭化⽔素系溶剤、ミネラルオイル、アルデヒド、アミンによる劣化に耐性
Does not melt or burn when coming into contact with hot solder and soldering irons.
耐薬品性：
Chemical Resistance:
Resistance to degradation by inorganic acids, organic acids, reducing agents, aliphatic hydrocarbons, mineral oil,
有り。 aldehydes, and amines
*⾊と⽣地はロットと製造⼯場により多少異なります。
*Color and texture may vary between lots and mills

この素材は、最適な電気特性のために適切に接地しなければなりません。
接地：
This material must be properly grounded for optimum electrical performance. Ask for Technical Bulleltin TB-2000 for mat
Grounding:
grounding
instructions.
技術⽂書TB-2000マット接地の説明を参考にしてください。
清掃： 掃除に、またマットの使⽤寿命を伸ばすために、Reztore™ 静電気対策⾯及び静電気対策マットクリーナーなど、静電気対策マット
Use only ESD mat cleaner such as Reztore™ Surface & Mat Cleaner to clean and extend mat useful life. Do not use cleaners
Cleaning:
クリーナーのみご使⽤ください。シリコンは表⾯に絶縁性の被膜を作るため、シリコンを含むクリーナーは使⽤しないでください。
contaiing溶剤はマットを乾燥させ巻き上がりの原因となることもあるため、溶剤ベースのクリーナーを使⽤しないでください。
silicone as silicone will create an insulative film on the surface. Do not use solvent based cleaners as solvents will dry out matting
and may cause curling.
次⾴のご利⽤可能なマットと
See
reverse side for available
ロールのサイズをご覧ください
mat and roll sizes.

素材、無鉛、静電気拡散性、ラバー、
STATFREE T2™ MATERIAL,
LEAD-FREE, DISSIPATIVE, RUBBER,
2層（1.5mm）
2-LAYER,
0.060" (1.5mm)
DESCO
JAPAN
株式会社
DESCO WEST:
3651 WALNUT
AVE., CHINO, CA 91710 WEB SITE: www.desco.com
PHONE (909) 627-8178
FAX (909) 627-7449
〒289-1115
千葉県⼋街市⼋街ほ20-2
DESCO043-309-4470
EAST: 90 HUDSON RD, Fax:
CANTON,
MA 02021-1407
Tel:
043-309-4471
PHONE (781) 821-8370 FAX (781) 575-0172
DescoAsia.co.jp
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MATERIAL STATFREE T2™

図⾯番号
DRAWINGPM-122
PM-122

⽇付
DATE:
2/06

2006年2⽉

Item Number
Reference For
StatfreeT2™ Lead-Free Rubber, Dissipative, 2-Layer
StatfreeT2™
無鉛ラバー、静電気拡散性、2層の品番参照

セット
KITS
共⽤接地点

作業台マット

Lead-F
Free Workstation

マットセット品番
Mat Top
Kit Item Numbers
サイズ
SIZE

Statfree
T2™
無鉛ラバーは、このマットを
Statfree
T2™
Lead-Free Rubber is
敷いた作業場が無鉛であることを表⽰する
laser engraved with
ために「無鉛の作業場」とレーザーで
“Lead-Free Workstation”
彫り込んであります。
to designate
the area as free of lead.

GREEN
グリーン

610
mm
24"x 920
x 36"

66057

610
x 1220mm
24"
x 48"

66058

Descofor
ESDマット材料の
Look
the Statfree®
Statfree
ブランド
brand
on Desco
ESD
をお求めください。全ての
matting.
All Desco mat top
Descoマット製品には、御社
kits are permanently
の保護と監査の⽬的として
marked
for your protection
不変のマークを⼊れています。
and auditing purposes.

マットセット付属品
MAT TOP KIT INCLUDES
Statfree
T2™ 作業台マット、サイズ指定
1枚
1 Benchmat,
Statfree T2™, size as specified
14213
留め具付き共⽤接地点セット、お客様取り付け
1 14213,
Common point kit w/snap, customer installed 1個

ロール
ROLL
STOCK
Statfree T2™
Is Also
には、⻑い
ロールサイズも
Available In
ごございます
Full
Rolls

ロールには、取り付け⾦具が付属していません。
Hardware is not included with rolls.
ESDマットの接地間隔
Grounding
Intervals表１
for 作業表⾯1
ESD Mats x 109 Ω以下を確実
ANSI/ESD S20.20
Sufficient ground cords should be used to reliably meet
に満たすために、⼗分な⻑さの接地コードを使⽤してくだ
ANSI/ESD S20.20 Table 1 less than 1 x 10E9 ohms for
さい。業界の推奨では、ESDマット⼀続きは、3.05M間隔
worksurfaces. An industry recommendation has been that
で接地することとしています。各ESDマット1枚につき適切
continuous
runs of ESD matting should be grounded at tenな静電気減衰の割合を保つために、両端から1.53M以内で
foot
intervals to allow proper charge decay rates with each
接地留め具で接地することとなっています。
individual
ESD mat should be grounded with ground snap
located no further than five feet from either end.

© 2006 DESCO INDUSTRIES INC.
Employee Owned

ロールの厚さ
0.060" (1.5mm)
1.5mm

THICK ROLLS

1.5mm

ロール製品の品番
Roll Stock
Item Numbers
サイズ
SIZE

グリーン
GREEN

610
mmxx24'
7.3m
24"

66120

762
mm
7.3m
30"
x x24'

66121

914
mmxx24'
7.3m
36"

66122

1220
7.3m
48"mxx 24'

66123

Matting materials have a tendency to shrink slightly when first unrolled. In applications where
最初にロールを解いたときに、マット素材はいくらか縮む傾向があります。⻑さが重要とな
length is critical, allow the material to relax for at least 4 hours before cutting to size. Always
る場所では、マットを必要なサイズに切る前に少なくとも4時間マットを緩めてください。鋭
trim with a sharp knife or razor blade.
利な刃物かかみそりの刃で常に整えてください。

