
適合ファンサイズ 型番 素材 発送日

□36mm　DCファン用 109-1050 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
□38mm　DCファン用 109-1065 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
□40mm　DCファン用 109-059 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
□52mm　DCファン用 109-149 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日

109-149E ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
□60mm　DCファン/ACファン兼用 109-139E ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日

109-139H カチオン電着塗装（黒色） 当日
□80mm　DCファン/ACファン兼用 109-049C ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日

109-049E ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-049H カチオン電着塗装（黒色） 当日

□92mm　DCファン/ACファン兼用 109-099C ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-099E ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-099H カチオン電着塗装（黒色） 当日

□120mm　DCファン/ACファン兼用 109-019C ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-019E ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-019H カチオン電着塗装（黒色） 当日
109-019K カチオン電着塗装（黒色） 当日

□127mm　DCファン用 109-723 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-722 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日

□140mm　DCファン用 109-719 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-719H カチオン電着塗装（黒色） 当日

□150mm　DCファン用 109-1051 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-1052 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日

□160mm　ACファン用 109-620 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-619E ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日

φ172mm　DCファン/ACファン兼用 109-319E ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-319H カチオン電着塗装（黒色） 当日
109-320 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日

φ200mm　DCファン用 109-721 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-721H カチオン電着塗装（黒色） 当日
109-720 ニッケルクロムメッキ（銀色） 当日
109-720H カチオン電着塗装（黒色） 当日

フィンガーガード

適合ファンサイズ 型番 素材 発送日

□60mm　DCファン/ACファン兼用 109-1003G 樹脂 当日
□80mm　DCファン/ACファン兼用 109-1002G 樹脂 当日
□92mm　DCファン/ACファン兼用 109-1001G 樹脂 当日
□120mm　DCファン/ACファン兼用 109-1000G 樹脂 当日

適合ファンサイズ 型番 素材 発送日

□80mm 109-1038 ニッケルクロムメッキ 当日
109-1039 ニッケルクロムメッキ 当日

□92mm 109-1040 ニッケルクロムメッキ 当日
□120mm 109-1037 ニッケルクロムメッキ 当日
φ172mm 109-1036 ニッケルクロムメッキ 当日

適合ファンサイズ 型番 素材 発送日

□60mm　
DCファン/ACファン兼用

109-1003F13 樹脂　13PPI 当日
109-1003F20 樹脂　20PPI 当日
109-1003F30 樹脂　30PPI 当日
109-1003F40 樹脂　40PPI 当日

□80mm　
DCファン/ACファン兼用

109-1002F13 樹脂　13PPI 当日
109-1002F20 樹脂　20PPI 当日
109-1002F30 樹脂　30PPI 当日
109-1002F40 樹脂　40PPI 当日

□92mm　
DCファン/ACファン兼用

109-1001F13 樹脂　13PPI 当日
109-1001F20 樹脂　20PPI 当日
109-1001F30 樹脂　30PPI 当日
109-1001F40 樹脂　40PPI 当日

□120mm　
DCファン/ACファン兼用

109-1000F13 樹脂　13PPI 当日
109-1000F20 樹脂　20PPI 当日
109-1000F30 樹脂　30PPI 当日
109-1000F40 樹脂　40PPI 当日

適合ファンサイズ 型番 素材 発送日

□60mm　
DCファン/ACファン兼用

109-1003M13 5枚入　13PPI 当日
109-1003M20 5枚入　20PPI 当日
109-1003M30 5枚入　30PPI 当日
109-1003M40 5枚入　40PPI 当日

□80mm　
DCファン/ACファン兼用

109-1002M13 5枚入　13PPI 当日
109-1002M20 5枚入　20PPI 当日
109-1002M30 5枚入　30PPI 当日
109-1002M40 5枚入　40PPI 当日

□92mm　
DCファン/ACファン兼用

109-1001M13 5枚入　13PPI 当日
109-1001M20 5枚入　20PPI 当日
109-1001M30 5枚入　30PPI 当日
109-1001M40 5枚入　40PPI 当日

□120mm　
DCファン/ACファン兼用

109-1000M13 5枚入　13PPI 当日
109-1000M20 5枚入　20PPI 当日
109-1000M30 5枚入　30PPI 当日
109-1000M40 5枚入　40PPI 当日

樹脂フィンガーガード EMCガード

樹脂フィルターキット フィルターキット　交換用フィルター

電磁ノイズ源からの影響を防ぐための金属です。ご使用の際は必ず接地
してください。適合ファンについてはお問い合わせください。

PPI…フィルターの 1インチ当たりの穴の数を表します。
数字が大きいほどスポンジの目が細かくなります。

PPI…フィルターの 1インチ当たりの穴の数を表します。
数字が大きいほどスポンジの目が細かくなります。



適合 ACファンサイズ 型番 長さ・形状 備考 発送日

□80mm×42mm厚 489-008-L10 1,000㎜ 電気用品安全法適合製品 当日
489-008-L21 2,100㎜ 電気用品安全法適合製品 当日
489-008-L35 3,500㎜ 電気用品安全法適合製品 当日

□80mm×25mm厚
□80mm×38mm厚
□92mm×25mm厚
□120mm×25mm厚

489-016-L10 1,000㎜ 電気用品安全法適合製品 当日

489-016-L21 2,100㎜ 電気用品安全法適合製品 当日

□120mm×38mm厚 489-006-L10 1,000㎜ 電気用品安全法適合製品 当日
489-006-L21 2,100㎜ 電気用品安全法適合製品 当日
489-006-L35 3,500㎜ 電気用品安全法適合製品 当日
489-037-L10 1,000㎜ 電気用品安全法適合製品 当日
489-037-L21 2,100㎜ 電気用品安全法適合製品 当日
489-037-L35 3,500㎜ 電気用品安全法適合製品 当日

□160mm×51mm厚 489-1618-L10 1,000㎜・ストレート型 電気用品安全法適合製品 当日
489-1618-L21 2,100㎜・ストレート型 電気用品安全法適合製品 当日
489-1618-L28 2,800㎜・ストレート型 電気用品安全法適合製品 当日

□160mm×51mm厚
φ172mm×51mm厚 489-1619-L10 1,000㎜・L字型 電気用品安全法適合製品 当日

489-1619-L21 2,100㎜・L字型 電気用品安全法適合製品 当日

□80mm×25mm厚
□80mm×38mm厚
□92mm×25mm厚
□120mm×25mm厚

489-047-L10 1,000㎜ UL/CSA取得品 当日

489-047-L21 2,100㎜ UL/CSA取得品 当日

□120mm×38mm厚 489-007-L10 1,000㎜ UL/CSA取得品 当日
489-007-L21 2,100㎜ UL/CSA取得品 当日

□160mm×51mm厚 489-086-L10 1,000㎜・ストレート型 UL/CSA取得品 当日
489-086-L21 2,100㎜・ストレート型 UL/CSA取得品 当日

□160mm×51mm厚
φ172mm×51mm厚 489-084-L10 1,000㎜・Ｌ字型 UL/CSA取得品 当日

489-084-L21 2,100㎜・Ｌ字型 UL/CSA取得品 当日

プラグコード


