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Bernard  CO2/MIGトーチ

使用率 (10 分サイクル） 35% (CE 規定 ) 60% (CE 規定 ) 100% (CE 規定 ) 100% (NEMA規定※1)
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　　　　 耐久性と使いやすさ他に類を見ない

Bernard  CO2/MIGトーチ
バーナードは、 1940 年設立以来 60 年以上にわたり、 世界中のウェルダーに最

高品質の CO2/MIG トーチを提供している半自動トーチ専門メーカーです。 自社工

場を米国イリノイ州シカゴに持ち、 全ての製品を自社工場で作る事により徹底した

品質管理を行っております。

MADE IN USA

他に類を見ない耐久性と使いやすさ

CO2/MIGトーチのイノベーター
過酷な溶接現場 ・ 特殊な溶接状況下で活躍するウェルダーにとって、 トー

チの 「耐久性」 「品質」 「性能」 は必要不可欠な 3 大要素です。 CO2/MIG

トーチ専門メーカーとして 60 年以上の経験と実績を生かし、 バーナードで

はどんなウェルダーのニーズにも答える事の出来る 「耐久性」 「品質」 「性

能」 を兼ね備えています。
決まりきった形のトーチを使うのでは無く、 自分にあっ

たハンドルのサイズや形状、 作業条件にあったトー

チボディの角度や長さでトーチを組み立てて使う、

こんなコンセプトが私たちバーナードが考えるトー

チです。 

　
溶接作業条件はもちろん、 ウェルダーの体系、

作業姿勢などそれぞれ違います。 バーナード

では手の大きさに合わせたハンドル、 ワーク

にあったトーチボディ、 ノズル等、 数々の

部品を組み合わせることにより、 個々の

作業条件に最もあったトーチで溶接を行う

ことが出来ます。 

　
バーナードトーチはノズルからライ

ナー、 ハンドル、 パワーケーブル、

アダプターに至る全ての部品を自社

工場生産に徹底する事により、 60

年以上に渡り世界中から 「高品

質」、 「高耐久性」 の評価を得て

います。
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トーチの性能は
　皆同じではありません。

外見だけではない・・・その違いは

Bernard  CO2/MIGトーチ
ワイヤー送給性の問題の約 80～90％がライナーの不具合によるも
のです。バーナードではライナーの全数送給テストを行っておりま
す。また、ジャンプライナーを使用する事で、時間的・経済的ロス
を減らす事が出来ます。

2 種類の中から選ぶ事が可能。

ベンチレーション構造により

ハンドル内にこもった熱を効率よく

逃がすので、 過酷な状況下にお

いても 快適に溶接を行えます。

・

・
ハンドル

工具なしで 360 度回転するので、

様々なポジションでの溶接が楽に行

えます。

また、 20 種類以上のトーチボディ

をワンタッチで交換可能。

・

・

トーチボディ

2 種類の中から選ぶ事ができ、

簡単に取り替えが可能。

全てのスイッチは 100 万回以上の

ON/OFF テストにクリアする様に設

計されています。

・

・
スイッチ

特殊なインハウス ・ コイリング製

法により、 今までにない

スムーズな送給性を実現。

バーナードでは全数送給テスト

を行っているので、 スムーズな

ワイアー供給性を約束します。

・

・

ライナー

ジャンプライナーに変更する

事で、 最も消耗度が高いトーチ

ボディ部分のみライナーが交換

出来ます。 ライナー全体の交換

より、 時間的 ・ 経済的なロスを

減らします。

様々な形状のトーチヘッドを使

い分ける際、 個々のトーチヘッ

ドにジャンプライナーを装備する

と便利です。

・

・

ジャンプライナー

ご使用の送給装置に

あった専用アダプター

が付きます。

万が一、 スイッチコード

が断線してしまっても予備

のコードが２本組み込まれて

いるので、 パワーケーブルを

変えずに修理が可能です。

・

・

 ダイレクトプラグ

耐久性 ・ 通電性 ・ 送給性の全て

において妥協の無い設計。 「ス

テイタイト・テクノロジー」 により、

通電性 ・ 耐久性が銅管圧着のも

のに比べ格段に向上しています。

更に過酷な条件 ・ 環境で使用

されるウェルダーには重作業用

パワーケーブルもあります。

・

・

パワーケーブル

ステイタイト・テクノロジー
バーナード独自の技術 「ステイ

タイト・テクノロジー」 は、 パワー

ケーブルの銅線をネジで均等に

締め付けます。 一般的なパワー

ケーブルはコスト削減のため銅

管で圧着されており、 使用する

に従い徐々にかしめ部が緩み、

通電性 ・ 耐久性に悪影響が出

てしまいます。 

全てのバーナードトーチは 「ス

テイタイト・テクノロジー」 により、

通電性 ・ 耐久性が銅管圧着の

ものに比べ格段に向上していま

す。

摩耗したライナーをハ

ンドル先端部でカット

し、 ジャンプライナー

をトーチボディに挿入

するだけです。

ジャンプライナーの
取付け方は簡単 !!

溶接の品質は、 例外無く使用するトーチに左右されます。 良質

な溶接、 生産性の向上、 総コストの削減 （メンテナンス時のダ

ウンタイム減少、 構成部品の簡便さ、 ウェルダーの負担の

軽減など） には、 トーチの 「耐久性」 と 「性能」 が必要不

可欠です。 言い換えると、 これら溶接品質、 生産性、 コ

ストは、 適切なトーチを選ぶ事により飛躍的に改善する

事が出来ます。

　
この様な概念からバーナードでは、 ウェルダーの様々

なアプリケーションに対応できる様、 全てのトーチを

用途に応じてカスタマイズする事が出来ます。

　　
さあ、 あなたも自分のアプリケーション専用にカス

タマイズされたトーチを是非お試し下さい。
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Bernard  CO2/MIGトーチ

新設計が生み出す、高いシールド性

・・・Centerfire TM最も進化したシステム

センターファイアチップは、 選ばれた材料、 画期的なデ

ザインにより、 他社製の物に比べライフが 3 倍長持ちし

ます。 （当社テストによる）

また、 ネジではなくテーパー面全体で通電するので、 接

触面積が広く、 通電性が格段に向上しています。

センターファイアチップは質量が大きいため、 熱容量が

大きくこれ一つで 150-600amp まで全てのトーチに対応

する事が出来ます。

チップをネジで締めるので

はなく、 ノズルを締める事

により固定するので、 素

早く着脱が可能です。

また、 ネジで締めないの

でチップボディも痛みませ

ん。

溶接条件にあったチップ

突出しを、 ノズルを変え

る事により 4 段階調整可

能です。 突出しはノズル

先端から、 +3.2、 0、 

-3.2、 -6.4mm の 4 段階

です。

チップをノズルで固定する事により、 チップは必ずノ

ズルのセンターになります。 チップがセンターにある

かないかは、 狙い位置の正確さだけではなく、 シー

ルドガスの流れにも影響を与えるので、 アークの安

定性と溶接品質を左右するとても重要な要素となりま

す。

ネジで締めるタイプのチップ （センターファイアチップ

以外） は必ず一カ所で固定されてしまうので、 ワイ

アー穴が片減りし、 すぐにアークが不安定になって

しまいます。 センターファイアチップは、 ネジで締め

ないので 360°任意の場所で固定できます。 定期的

に回転させる事によりライフを延ばす事が出来ます。

高精度の機械穴あけ加工により、 安定したアークを

実現します。

センターファイアノズルは、 ノズル、 インシュレータ、 オリフィスを組み

合わせた新設計により、 シールドガスを安定 ・ 集中させ、 酸素の巻

き込みを最小限に抑えます。

３倍長持ち 素早い着脱 高い精度と性能

センターファイアノズル 従来のノズル

4段階調整片減りしない　チップ 高精度で安定したアーク

市場にある消耗品は、 材料 ・ コスト ・ デザイン ・ 品質とさまざまで、 それぞれに性能が異なります。 消耗品はコスト ・ 品質 ・ 利便性

に比較され、 溶接の生産性を左右する最も需要な鍵を握っています。 しかし実際のところ、 消耗品を選ぶ際どうしても先立ってしまう

のが目先のコストです。 これではトータル的な生産性を上げる事は難しくなってしまいます。 消耗品選びで何よりも重要なのが「耐久性」

です。 「耐久性」 のある消耗部品を選ぶ事で、 交換時のダウンタイムを減らす事はもちろん、 発注 ・ 在庫管理等に係わる溶接以外

の時間 ・ 経費にまで多大な影響を及ぼします。

　　
センターファイアーの製作意図はここから始まっています。 センターファイアー ・ システムはコンタクトチップ ・ ノズル ・ チップボディの 3

点のみで構成されているのでシンプルで使いやすく、 60 年以上の経験を生かした高い 「性能」 と他には類を見ない 「耐久性」 を提

供致します。

センターファイア・システム

センターファイアシステムの高い性能をバーナード以外のトーチでも是非体感して下さい。

センターファイア変換アダプターを既存のトーチボディに取付けるだけで、 センターファイア

システムを今すぐ使用する事ができます。

メーカー、 型式によりアダプターが異なりますので、 詳しくはお問い合わせ下さい。

センターファイア・システム
センターファイア ・ システムはコンタクトチップ ・ ノズル ・ チップボディの 3 点のみで構成されています。 センターファイアノズルにはインシュ

レータ、 オリフィスが組み込まれ、 シールドガスを安定 ・ 集中させる事ができるので高いシールドが得られます。 センターファイアチップに

はネジが切ってなく、 代わりにスムーズなテーパー面を作り、 ノズルで上から固定する構造になっています。 このシステムにより、 今まで

先端部品の寿命を縮めていた様々な問題が解消されます。

チップボディ チップ ノズル　
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Bernard  CO2/MIGトーチ

トーチを作りましょう！さあ、自分だけの

定格電流 チップボディ ノズル

150 amp

200 amp

300 amp

400amp

500amp

600 amp

DS-1
DS-1
DS-1

D-1
D-1
D-1

NS-1200B
NS-1218B
NS-5818C

N-5818C
N-5814C
N-3414C

Q30

定格電流 (使用率 100％）

150 amp

200 amp

300 amp

400amp

500amp

600 amp

Q15
Q20
Q30

Q40
Q50
Q60

15

ケーブル長さ

08 2.4m (8ft)

10 3.0m (10ft)

12 3.6m (12ft)

15 4.5m (15ft)

20 6.0m (20ft)

25 7.6m (25ft)

A

150amp
カーブハンドル

200・300amp
カーブハンドル

400amp
カーブハンドル

150－400amp
エルゴハンドル

400－600amp
エルゴハンドル

スタンダードスイッチ

スタンダードスイッチ
ロッキングスイッチ

A

A
B

スタンダードスイッチ
ロッキングスイッチ

A
B

スタンダードスイッチ
ロッキングスイッチ

T
U

スタンダードスイッチ
ロッキングスイッチ

G
H 

ハンドル＆スイッチ

E

ショート、 30° QT2-30A
ショート、 45° QT2-45B
ショート、60° QT2-60C
ショート、80° QT2-80J
ミディアム、30° QT3-30D
ミディアム、45° QT3-45E

ミディアム、60° QT3-60F
ミディアム、80° QT3-80K
ロング、30° QT5-30G
ロング、45° QT5-45H
ロング、60° QT5-60I

トーチボディ（長さ、角度）

8C

0.6mm T-0238A
0.8mm T-0308B
0.9mm T-0358C
1.0mm T-0398D
1.2mm T-0458E
1.4mm T-0528H

1.6mm T-0628I
2.0mm T-0788K
2.4mm T-0948L
2.8mm T-1098M
3.2mm T-1258N

0.9mmアルミ用 T-0358Q
1.2mmアルミ用 T-0458R
1.6mmアルミ用 T-0628S

ワイアー径

M

ダイヘンD
パナソニック　分離型P
パナソニック　ユーロE
ミラーM

ダイレクトプラグ

上表は、 出荷時に標準装備されるチップボディ、 ノズル一覧です。

各トーチボディの寸法は P11 をご参照下さい。

バーナードでは 1本 1本全てのトーチをカスタマイズできます。

  
例えば、 このトーチセット ・ ・ ・

Q3015AE8CM は、 300amp/4.5m パワーケーブルにカーブドハ
ンドル、スタンダードスイッチ、ミディアム 45°トーチボディ、ワイアー

径を 0.9mm にし、 接続アダプターをミラー仕様で組上げました。 こ

の様に、 自分のワークにあったトーチをあっという間に作る事が出

来ます。

Bernard®トーチセットの製品番号

バーナードでは、 さまざまな作業条件に対応できる様、 全 22 種類のトーチボディを

ラインナップしています。 （P11 参照）

また、複数のトーチボディを専用アダプターでつなぎ合わせる事もできます。 例えば、

トーチボディ 600mm ストレートタイプに 160mm フレキシブルタイプをつなぎ、 今まで

のトーチでは届かなかった箇所も簡単に溶接が可能です。

Bernard®トーチボディ

製品詳細 ・ カタログダウンロードは弊社ホームページ http://www.lamerco.com
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Bernard  CO2/MIGトーチ

センターファイアシステムの高い性能をバーナード以外のトーチでも是非体感して下さい。

センターファイア変換アダプターを既存のトーチボディに取付けるだけで、 センターファイア

システムを今すぐ使用する事ができます。

メーカー、 型式によりアダプターが異なりますので、 詳しくはお問い合わせ下さい。

フルカスタマイズ！バーナードだけの

センターファイア部品一覧

NS-5800C ( 内径 16φ、 チップ突出し 0mm、 銅）
NS-5818C ( 内径 16φ、 チップ突出し -3.2mm、 銅）
NS-5800B ( 内径 16φ、 チップ突出し 0mm、 真鍮）
NS-5818B ( 内径 16φ、 チップ突出し -3.2mm、 真鍮）

N-3400C ( 内径 19φ、 チップ突出し 0mm、 銅）
N-3418C ( 内径 19φ、 チップ突出し -3.2mm、 銅）
N-3414C ( 内径 19φ、 チップ突出し -6.4mm、 銅）
N-3400B ( 内径 19φ、 チップ突出し 0mm、 真鍮）
N-3418B ( 内径 19φ、 チップ突出し -3.2mm、 真鍮）
N-3414B ( 内径 19φ、 チップ突出し -6.4mm、 真鍮）

N-5800C ( 内径 16φ、 チップ突出し 0mm、 銅）
N-5818C ( 内径 16φ、 チップ突出し -3.2mm、 銅）
N-5814C ( 内径 16φ、 チップ突出し -6.4mm、 銅）
N-5800B ( 内径 16φ、 チップ突出し 0mm、 真鍮）
N-5818B ( 内径 16φ、 チップ突出し -3.2mm、 真鍮）
N-5814B ( 内径 16φ、 チップ突出し -6.4mm、 真鍮）

NT-3800C ( 内径 9.5φ、 チップ突出し 0mm、 銅）

NS-1218C ( 内径 13φ、 チップ突出し -3.2mm、 銅）
NS-1200B ( 内径 13φ、 チップ突出し 0mm、 真鍮）
NS-1218B ( 内径 13φ、 チップ突出し -3.2mm、 真鍮）

NST-3800B ( 内径 9.5φ、 チップ突出し 0mm、 真鍮）
NST-3818B ( 内径 9.5φ、 チップ突出し -3.2mm、 真鍮）
NST-38XTB ( 内径 9.5φ、 チップ突出し +3.2mm、 真鍮）

T シリーズチップ
（表 1 参照）

DS-1

D-1

4323R

T-023
T-030
T-035
T-039
T-045
T-052
T-062
T-072
T-078
T-094
T-109
T-125

0.6mm (0.023”)
0.8mm (0.030”)
0.9mm (0.035”)
1.0mm (0.039”)
1.2mm (0.045”)
1.4mm (0.052”)
1.6mm (1/16”)
1.8mm (0.072”)
2.0mm (5/64”)
2.4mm (3/32”)
2.8mm (7/64”)
3.2mm (1/8”)

TT-023
TT-030
TT-035
TT-039
TT-045
TT-052
TT-062

0.6mm (0.023”)
0.8mm (0.030”)
0.9mm (0.035”)
1.0mm (0.039”)
1.2mm (0.045”)
1.4mm (0.052”)
1.6mm (1/16”)

10012

TT シリーズチップ
（表 2 参照）

TT シリーズチップ
（表 2 参照）

T シリーズチップ
（表 1 参照）

表 2: TT シリーズチップ

50.8mm
(2.00”) 

表 1: T シリーズチップ

38.1mm
(1.50”) 

トーチボディ一覧（全２２種類）

QT2-30
( 角度 30°)

QT3-45
( 角度 45°)

QT5-45
( 角度 45°)

QT5-60
( 角度 60°)

QT-180-3 QT180-5

QT-180-7

QT-180-12

QT-180-18

QT-180-24

QT-F-8 ( フレキシブル）　　QT-F-6 ( フレキシブル）

QT2-45-12
( 角度 45°)

QT2-45-18
( 角度 45°)

QT2-45-24
( 角度 45°)

QT3-60
( 角度 60°)

QT3-80
( 角度 80°)

QT5-30
( 角度 30°)

QT2-45
( 角度 45°)

QT2-60
( 角度 60°)

QT2-80
( 角度 80°)

QT3-30
( 角度 30°)

トーチボディ延長アダプターを使

用する事で、 複数のトーチボディ

を結合する事ができます。

全てのトーチボディ （フレキシブ
ルは除く） は、 回転タイプまたは
固定タイプに変換できます。

さらなるバリエーションも可能

1840057
（回転タイプ用）

1840031
（スペーサー）

4780
（固定タイプ用）

26 35.5

86.3

63.1

110.1

76.6

91.8

41.5

130.4

185.5

51.2

128.2

110.1

111.5

65.4

122.1

52.9

73.8

172.6

91.7

158.4

76.3 132.0

178.8

314.6

467.0

619.4

301.6

37.3

37.3

37.3

454.0

606.4

217.6166.8

92.3


