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

*⾊と⽣地は、ロットによってバラつきがあります。
*Color and texture may vary between lots.

シンボル︓シンボルはANSI/ESD S8.1に従ってESD協会の
SYMBOL: ESD敏感性シンボルです。
Symbol is ESD Association ESD Protective symbol per
ANSI/ESD S8.1

Made in the
アメリカ製
United States of America

包 装 ︓1巻1000枚、直径7.6cmの芯
PACKAGED: 1,000 per roll, 3" diameter core, Date/Lot Coded for QC Traceability
品質管理トレーサビリティーのために⽇付とロット番号印刷
本製品は、このラベルを貼った製品がESD保護/ESD管理製品であることを⽰すためのラベルです。
Desco’s ESD protective symbol labels are designed to identify that the labeled item is
サイズは2.54cm
x 2.54cmで1巻1,000枚⼊り（ペーパー芯7.6cm）です。
an ESD protective
ESD control product. The ESD protective Symbol Label is 1 inch by

1 inch with 1,000 label per roll (3 inch paper core).

25mm
1"

このラベルは永久接着剤付きで、包装が開封されていることを⽰すためにラベルを剥がす場合は破
れますので再利⽤はできません。ラベルは、耐久性を⾼めるために光沢を付けてあり、湿気や油汚
The Desco 06713 Labels have a permanent adhesive and the label will tear when
れ、アルコールへの耐性があります。
removed to indicate tampering. Labels with permanent adhesive can not be reused.

Labels are coated with varnish for added durability and resistance to moisture, grease,
紙の仕様
︓
and alcohol.
表⾯ ︓ 60# 半光沢リソグラフ
PAPER SPECIFICATIONS:
接着剤︓
不正防⽌機能付き接着剤（06713）
Facestock:
60# SemiGloss Litho
裏地
︓ 40＃RL
Adhesive:
Tamper Evident Adhesive (06713)
Liner:
40# S8.1によると、「ESD保護シンボルマークは、
RL
シンボルマーク基準ANSI/ESD

ESD敏感性シンボルとは異なり、三⾓形の外側周囲に円弧を加え、ハンドサインと三⾓形を横切る
Per Symbols standard ANSI/ESD S8.1 “The ESD protective symbol differs from the ESD susceptibility
斜線を削除しています。」「ESD保護シンボルマークは、ESDS〔ESD敏感性〕組⽴部品やデバイ
symbol, by the addition of an arc around the outside of the triangle and the omission of the slash across the
スにESD保護を施すために、特別に設計されているアイテムを⾒分けるために使⽤するものとしま
KDQGDQGWKHWULDQJOH´³7KH(6'SURWHFWLYHV\PEROVKRXOGEHXVHGWRLGHQWLI\LWHPVWKDWDUHVSHFL¿FDOO\
す。こうしたアイテムの例として、包装、ESD保護⾐服、作業者接地装置があります。この
designed to provide ESD protection for ESDS [ESD sensitive] assemblies and devices. Examples of these
ESD保護シンボルは、静電気の発⽣する素材を交換するために設計されたアイテムにも使⽤されま
are packaging, ESD protective clothing and personnel grounding equipment. The ESD protective symbol
す。このようなアイテムの例として、ESD保護作業台器具、ゴミ箱⽤ゴミ袋、椅⼦がありま
should also be used on items designed to replace static generative materials. Examples of these items are
ESD protective work station equipment, trash can liners, and chairs. The item is to be ESD protective or nonす。このアイテムは、ESD保護、または、静電気が発⽣しない設計となっています。」

25mm
1"

static generative by design.”

Item
品番

Description
概要

Qty/Roll
⼊数

06713

25mm
25mm
1" xx 1"

1,000

RoHS
RoHS 22 およびREACHについて
and REACH Compliance Statement
本製品の製造過程において、制限物質であるRoHS
None of the RoHS 2 restricted materials or REACH2および2013/06/20と関連性の⾼いREACH物質が意図的
substances of very high concern as of 2013/06/20
に加えられることはありません。参照︓欧州連合指令
2011/65/EU
(EC) 2011/65/EU
No.1907/2006/CE
are intentionally added in manufacturing this product. Ref:
Europeanおよび規則
Union Directive
and
Regulation (EC) No. 1907/2006/CE. See Desco Limited Warranty at Desco.com.
限定保証に関する詳細はこちら
Unless
otherwise noted, tolerance is ± 10%
特に記載の無い限り、公差は±10%
仕様と⼿順は予告無く変更することがあります。
6SHFL¿FDWLRQVDQGSURFHGXUHVVXEMHFWWRFKDQJHZLWKRXWQRWLFH
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