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Jewel® MagSnap Coil Cords meet or exceed the requirements of ANSI/ESD S20.20 and 
ANSI/ESD S1.1 including section 5.4 Breakaway Force “With the ground cord connected 
to the cuff in a normal manner, a force of  .45 kg (1 lb) but 2.3 kg (5 lb) applied to the 
ground cord, in the normal disconnect direction, shall be required to separate the ground 
cord from the cuff.”

Per ANSI/ESD S20.20 Paragraph 6.2.2.1. Personnel Grounding Requirements “All 
personnel shall be bonded or electrically connected to ground or contrived ground 
when handling ESD sensitive items.  When personnel are seated at ESD protective 
workstations, they shall be connected to the common point ground via a wrist strap 
system.”

“At first glance, the ground cord appears to be a relatively simple assembly. However, 
the design requirements are considerable, given the wide range of user applications and 
the durability requirements of constant tugging, flexing, and dragging over the edge of 
workstation tops and equipment chassis.”
(ESD Handbook TR20.20 paragraph 5.3.2.2.2 Wrist Strap Ground Cord)
NOTE: Complete wrist strap kits include an alligator clip. Wrist strap kits include an 
alligator clip for occasions when a grounded banana jack is not available. However, “Wrist 
strap ground cords must be connected to a groundable point or an equipotential bonding 
point. Do not connect to a snap on a dissipative mat unless it is the groundable point 
for the mat. Do not clip a wirst strap to the edge of a dissipative mat.” (ESD Handbook 
TR20.20 section 5.3.2.7)

ESD Handbook TR 20.20 paragraph 5.3.2.4.4 Test Frequency “Because wrist straps have 
a finite life, it is important to develop a test frequency that will guarantee integrity of the 
system. Typical test programs recommend that wrist straps that are used daily should 
be tested daily. However, if the products that are being produced are of such value that 
knowledge of a continuous, reliable ground is needed, and then continuous monitoring 
should be considered or even required”

Continuous Monitors pay for themselves improving quality, productivity, eliminating wrist 
strap daily testing and test result logging.  Per ESD-S1.1 paragraph 6.1.3 Frequency of 
Functional Testing “Daily (Wrist Strap) testing may be omitted if constant monitoring is 
used.”

19820

Revolutionary magnetic interconnect technology
Creates magnetic connection between wristband and coil cord; meets ANSI/ESD S20.20 and ESD 
S1.1, including disengagement force test (1-5 lbs). More consistent disengagement force than 
standard 4 mm designs.
More reliable design
MagSnap revolutionary design provides consistent retention and release performance.
To be used with MagSnap Dual-Wire Wristbands

Relaxed retraction strength black PVC
More comfortable - will not interfere with wearer’s movements

Longer lasting cord saves money

To protect operator from accidental contact with equipment line voltage; meets UL & OSHA minimum 
requirements
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:

  through the ESD Series.
Date coded
Providing lot tractability to ensure quality control
Superior warrantySee details of 1 year Limited Warranty at 

     Desco.com/Warranty.aspx
Made in America

3.5 mm 
Mono Plug

Magnetic
Sockets

Made in America

See Drawings  and 19826 for details on Jewel®
MagSnap Dual-Wire Wristbands

Item Description
Jewel®  MagSnap Dual-Wire Coil Cord, 6 ft

19821 Jewel®  MagSnap Dual-Wire Coil Cord, 12 ft
19822 Jewel®  MagSnap Dual-Wire Coil Cord, 20 ft
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Thermoplastic elastomer strain relief molded on. Flex life average
>11,000,000 cycles (per ESD S1.1 Bending Life Test, greatly exceeding the
16,000 average cycle requirement). Break load average 30 pounds.

Jewel®MagSnap®リストストラップは、ANSI/ESD S20.20の必要要件および
ANSI/ESD S1.1 5.4項「⼿⾸に正常に接続された接地コードは0.45㎏〜2.3㎏の⼒を
反対⽅向に加えることによってコードを抜くことができる。」の要件に準拠もしくは
超過しています。

ANSI/ESD S20.20 6.2.2.1項 ⼈体接地要件「ESDに敏感な製品を取り扱う際は、
すべての作業員が必ず接地または等電位接続システムに接続します。作業者がESD保護
された作業場に座っている場合、リストストラップシステムを経由して共通接地ポイン
トに接続します。」に準拠しています。

「⼀⾒接地コードは簡単な部品のように⾒えますが、使⽤者の多様な⽤途に対応できる
デザインで、作業台上の端や装置本体で強く引っぱられたり、曲がったり、引きずるこ
とに対し⼀定の耐久⼒を持っています。」（ESDハンドブック TR20.20 5.3.2.2.2項）

注意︓リストストラップセットにはワニ⼝クリップも含めすべてそろっています。ワニ
⼝クリップは接地されたバナナジャックが使⽤できない場合にご使⽤ください。「リス
トストラップの接地コードは必ず接地ポイントもしくは等電位結合ポイントと接続され
なければなりません。マットに接地ポイントがない限り、静電気拡散性マットのスナッ
プには接続しないでください。」（ESDハンドブック TR20.20 5.3.2.7項）

「リストストラップには使⽤期限があるので、性能を確実に保証するために頻繁にテス
トすることが⼤切です。推奨される典型的なテストとしては、⽇々使⽤されているリス
トストラップを毎⽇テストすることです。製造している製品が、継続的かつ信頼できる
接地であるという確実性が必要である場合は、常時モニターを使⽤することが必要とな
ります。」（ESDハンドブック TR20.20 5.3.2.4.4項）

常時モニターは、品質向上や⽣産性、毎⽇のリストストラップテストの解消、テスト結
果の記録を担います。「毎⽇のリストストラップテストは、常時モニターの使⽤により
省略することができます。」（ESD-S1.1 6.1.3項 機能テストの頻度）
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アメリカ製

・⾰命的な磁⼒による相互接続技術
離脱⼒テスト（0.45㎏〜2.27㎏）も含めANSI/ESD S20.20およびESD S1.1に準拠し、

 磁⼒によりリストバンドとコイルコードを結合します。通常の4㎜規格よりも離脱⼒が継続します。
・より信頼できるデザイン
 MagSnapの⾰命的なデザインにより、⼀貫した保持⼒・解放⼒を保ちます。
・MagSnap デュアルワイヤーリストバンドと併せて使⽤します。

⼀つのデュアルワイヤーリストストラップコンダクターが使⽤中でも、他のワイヤーで接地経路を
 確保することができます。
・3.5㎜単⼀プラグは他社製の常時モニターと互換性があります。
・緩やかな収縮強度の⿊PVC

⾐服の動きを妨げず、より快適にお使いいただけます。
・両端からの張⼒強度は13.6㎏以上

耐久性に優れたコードなのでコストがかかりません。
・ESD S1.1に準拠し、スナップ側の抵抗は1MΩ
 作業者が不意に機器上電圧に触れてしまうことから守ります︔UL＆OSHA最低要件に準拠。
・ULリスト
 注意︓本製品は、作動電圧250VAC以上の機器の上で使⽤しないでください。
 警告︓ESDシリーズは静電気を管理するためのものです。電⼦機器の使⽤中もしくは電⼦機器上
   で作業する際に発⽣する感電リスクを減らしたり増やしたりする作⽤はありません。
   リストストラップを使⽤しない場合の事前準備（下記含む）を⾏ってください。
   ・接地⽤プラグが付いた機器が適切に接地されていることを確認してください。
   ・ESDシリーズ以外と接地された物と触れていないか確認してください。
・⽇付コード
 品質管理を保証するためのロット追跡ができます。
・特別保証 

1年間限定保証の詳細はこちらをご参照ください。
・アメリカ製

Jewel®MagSnap デュアルワイヤーコイルコード

品番 品名
Jewel®MagSnap デュアルワイヤーコイルコード、1.83m
Jewel®MagSnap デュアルワイヤーコイルコード、3.66m

Jewel® MagSnap デュアルワイヤーコイルコード、6.10m

Jewel®MagSnap デュアルワイヤーリストバンドの詳細は、
19823Jおよび19826J をご覧ください。

熱可塑性エラストマー張⼒緩和型。平均収縮回数11,000,000回
以上（ESD S1.1 屈曲回数テストに準拠し、平均回数16,000回
の要件を⼤きく上回ります。）切断平均重量13.6㎏。
ESD S1.1 離脱⼒要件0.45㎏〜2.27㎏を満たしています。

磁⼒
ソケット
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http://www.descoasia.co.jp/Limited-Warranty.aspx
http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Personnel/Wrist-Straps-and-Coil-Cords/Dual-Wire-Coil-Cords/Jewel-MagSnap-Dual-Wire-Coil-Cords/19820/#.WshsBUxuKUk
http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Personnel/Wrist-Straps-and-Coil-Cords/Dual-Wire-Coil-Cords/Jewel-MagSnap-Dual-Wire-Coil-Cords/19821/#.WshsHExuKUk
http://www.descoasia.co.jp/DescoJapanCatalog/Personnel/Wrist-Straps-and-Coil-Cords/Dual-Wire-Coil-Cords/Jewel-MagSnap-Dual-Wire-Coil-Cords/19822/#.WshsMExuKUk
http://documents.descoasia.com/PDF/19823J.pdf
http://documents.descoasia.com/PDF/19826J.pdf
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