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NEON LIME HEEL GROUNDER, ONE MEGOHM

Note:
“ESD protective flooring, used with approved footwear, may be used as an alternative 
to the wrist strap system for standing operations.” [ANSI/ESD S20.20 section 6.2.2.2 
Personnel Grounding Guidance

“If the contact area between the bottom of the foot and the floor is not continuous, 
charge generation may occur; especially when a person is walking. Heel straps must 
be worn on both feet to minimize the amount of time that the body of the person is 
isolated from ground while walking.” [ESD Handbook ESD TR20.20 section 5.2.3 
Flooring-Footwear System]

“Compliance verification should be performed prior to each use (daily, shift change, 
etc.). The accumulation of insulative materials may increase the foot grounder system 
resistance. If foot grounders are worn outside the ESD protected area testing for 
functionality before reentry to the ESD protected area should be considered.” [ESD 
SP9.2 APPENDIX B - Foot Grounder Usage Guidance]

Desco recommends the use of footwear tester item No. 19252, 19276, or 19277.

For additional information on the use and maintenance of foot grounders please ask for 
Technical Bulletins TB-2020, TB-2040, TB-3034.

Key:
A. Exterior layer made of conductive rubber to ground the operator via ESD flooring 
B. Interior layer made of non-marring rubber that will not blemish shoes 
C. 24" conductive ribbon
D. One megohm current limiting resistor
E. High visibility neon lime green hook and loop adjustable closure
F. Elastic material for comfort

Meets the requirements of ANSI/ESD S20.20.

Resistance Point to Groundable Point 1 x 106 < 1 x108 ohms per ESD SP9.2 & ESD TR53

UL Listed
Note: This product is not recommended for use on equipment with operating voltage exceeding 250 VAC.

CAUTION: The ESD Series is for electrostatic control. It will not reduce or increase your risk of receiving 
electric shock when using or working on electrical equipment. Follow the same precautions you would use 
without wrist straps, including:
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仕様と⼿順は予告無く変更することがあります。

  アメリカ製

注意︓

「⽴ち作業の際に承認されたフットウェアを装着してESD保護フロアを使⽤することは、
リストストラップシステムを使⽤する代わりとなります。」

（ANSI/ESD S20.20 6.2.2.2項 ⼈体接地）

「靴底と床が常には接触していない場合（特に歩いている時）は、帯電が起きてしまう可
能性があります。歩⾏中接地から⼈体が離れる場合、両⽅の⾜にヒールグラウンダーを装
着する必要があります。」

（ESDハンドブック TR20.20 5.2.3項 フロア-フットウェアシステム）

「適合性検証を各使⽤（毎⽇、シフトチェンジ等）の前に⾏わなくてはなりません。絶縁
性素材の集積はフットグラウンダーシステムの抵抗を増やす可能性があります。ESD保護
エリア外でフットグラウンダーを着⽤した場合は、再度ESD保護エリア内に⼊る前に機能
チェックを⾏ってください。」

（ESD SP9.2 補⾜B -  フットグラウンダーの使⽤⽅法）

弊社では、フットグラウンダーテスター19282/19278/19279の使⽤を推奨しています。

使⽤⽅法やメンテナンスに関する詳細はTBJ-3069/TBJ-3066をご参照くだ
さい。
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各部の説明︓

A. 外⾯層は導電性ゴム製で、ESDフロアを経由して作業者を接地します。

B. 内⾯層は靴を傷つけいないゴム製

C. 約60㎝の導電性リボン

D. 1MΩの制限抵抗⼊り

E. ⻑さ調節可能なマジックテープはライムグリーン⾊で⽬⽴ちます。熱可塑性。

ANSI/ESD S20.20要件に準拠しています。

ESD SP9.2およびESD 
TR53に準拠し、抵抗ポイント〜接地可能ポイント間1×10⁶〜1×10⁸Ω

ULリスト
注意︓本製品は、250VACを超える操作電圧装置には適応していません。

警告︓ESD管理⽤のフットグラウンダーです。電気機器を扱う際に電気ショックを受けるリ
スクを増減させることはありません。リストストラップなしで使⽤する際は事前に下記内容
をご確認ください。
 ・装置の接地タイププラグが適切に接地されていること。
 ・作業者がESDシリーズ以外に接地されたものと接触していないこと。

ヒールグラウンダー、1MΩ抵抗⼊り、ライムグリーン

http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Testers/Wrist-Strap-and-Footwear-Testers/X3/19282/#.W_yNd_ZuKUk
http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Testers/Wrist-Strap-and-Footwear-Testers/X3/19278/#.W_yNkvZuKUk
http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Testers/Wrist-Strap-and-Footwear-Testers/X3/19279/#.W_yNrfZuKUk
http://documents.descoasia.com/PDF/TBJ-3066.pdf
http://documents.descoasia.com/PDF/TBJ-3069.pdf

