
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 6月号  ビドーニュース  

１ Products  製品 

２ Report   お知らせ 

３ Information 情報 

 

価格改正のお知らせ 

ウェーブ価格訂正のご案内 

「ワトモスデジオ」更新のお知らせ 

100周年記念写真集パブリシティ告知 

ビドーニュース印刷版配布サービス終了のお知らせ 

月極契約取引要項の改定のご案内 

 

お得意先様の活動紹介 
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平成 28 年 8月 1日より実施 

 

 

 

 

品番 品   名 サイズ 入数 旧価格 旧端数価格 総 集 09 ＷＡ BN 新価格 新端数価格 

BS-120 ステン平義星丁番(木ネジ付) 102 10 850 -  38 40 47  960 - 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

価格改正見積書 
お得意先様各位 平成 28 年 6 月 8 日 

     NO,  1  

※入数に★マークの付いている製品の価格は、1 箱あたりの価格です。 

※掲載メディア（総＝総合カタログ 集＝集合カタログ 09＝襖・建具用品カタログ ＷＡ＝ワトモスカタログ BN＝ビドーニュース） 

ビドーニュース  2016 年 6月号  発行： 株式会社 ビドー 大阪市東成区大今里西 1-25-4 

TEL： （06）6972－3824（代）  メール： info@bidoor.co.jp   WEB： http://www.bidoor.co.jp/ 
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拝啓 

 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビド

ー）」製品に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、ビドーニュース 5 月号にて、ウェーブ製品価格改正のお知らせ

をさせていただきましたが、一部価格の表記間違いがありました。下記

の通り、訂正させていただきます。 

敬具 

記 

  

以上 

この度はご迷惑をお掛けいたします。上記製品のご注文時にお間違いの

ないよう、再度内容のご確認をお願いいたします。今後はこのような事

がないよう、これを機にさらなる努力を重ねてまいる所存です。今後と

もご支援とご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

                                  

品   番  ・  品   名 
ｾｯﾄ価格

(誤) 

 ｾｯﾄ価格

(正) 

ウェーブ FD セット 金物セット／アイボリーヒンジ 27,700  27,500 

ウェーブ FG セット 金物セット／アイボリーヒンジ 39,500  38,900 

ウェーブ FH セット 金物セット／アイボリーヒンジ 37,400  36,900 

ウェーブ FI セット 金物セット／アイボリーヒンジ 33,600  33,200 

ウェーブ FJ セット 金物セット／アイボリーヒンジ 51,300  50,500 

ウェーブ FK セット 金物セット／アイボリーヒンジ 49,200  48,500 

ウェーブ FL セット 金物セット／アイボリーヒンジ 44,800  44,200 

お得意先様各位 平成 28 年 6 月 1 日 

     NO, 2 

ウェーブ価格訂正のご案内 
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拝啓 

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビドー）」製品に

格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、弊社 100 周年記念写真集「NAGANO .Inc」発行における取り組みの一環として、

視聴無料のインターネットラジオである「ワトモスデジオ」を弊社ホームページ上で展開し

ていますが、このたび、最新放送分が公開されました。 

今回は株式会社日本実業出版社 「月刊 企業実務」編集長の富重さんをゲストに迎

え、これからの楽しい企業のイメージや定年後の新しい楽しみの見つけ方など、パーソナ

リティの写真家：池田晶紀氏と共にお話しさせていただいております。インターネット接続

環境のある方は是非ともお聞き下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

敬具 

 

ご不明な点等 ございましたら、弊社までお問い合わせください。今後ともよりいっそう

の努力をしてまいりますので「BIDOOR（ビドー）」をよろしくお願い致します。 

 

 

 

お得意先様各位 

弊社発信の無料インターネットラジオ 

「ワトモスデジオ」 更新のお知らせ 

平成 28年 6月 1日 

     NO, 3 

ビドーニュース  2016年 6月号  発行： 株式会社 ビドー 

大阪市東成区大今里西 1-25-4 TEL： （06）6972－3824（代） 

 メール： info@bidoor.co.jp   WEB：  http://www.bidoor.co.jp/ 
 

http://www.bidoor.co.jp/nagano_inc.html 

       

スマホならこちらからアクセス！→ 

 

mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/
http://www.bidoor.co.jp/nagano_inc.html


 

 

 

 

 

拝啓 

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビドー）」製品に格

別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、弊社発行の 100 周年記念写真集「NAGANO .Inc」の取り組みが日本実情出版社

発行の「企業実務 2016 年 6 月号（No.767）」に編集記事が掲載されました。「企業実務」

は企業の総務・人事・労務担当者向けの専門雑誌。今回は企業の周年行事の取り組みと

して、写真集発行の背景から制作秘話、社員や取引先の反応、波及効果、予算に至るま

でカラー4ページにわたって取り上げられています。 

 

写真：池ノ谷侑花（株式会社 ゆかい）     

記事の詳細情報は弊社ホームページ「社史ん集」ページからご覧いただけます。ご不明

な点等 ございましたら、弊社までお問い合わせください。今後ともよりいっそうの努力をし

てまいりますので「BIDOOR（ビドー）」をよろしくお願い致します。 

敬具 

 

 

お得意先様各位 

100 周年記念写真集 パブリシティ告知の件 

平成 28年 6月 1日 

     NO, 4 
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お得意先様各位                     平成 28年 6月 7日 

                                  NO, 5 

ビドーニュース印刷版配布サービス終了のお知らせ 

拝啓 

 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビドー）」製品に格

別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、1992 年 10 月から月極取引契約企業様へお送りさせていただいていた「ビドーニュ

ース（印刷版）」ですが、このたび印刷版の配布（請求書に同封）サービスを終了させてい

ただくことになりました。長らくご愛顧いただき、ありがとうございました。 

 つきましては、より使いやすく便利なった「新しいビドーニュースサービス」を展開してまい

ります。新しいサービスの概要は以下の通りです。 

 

記 

 ・請求書に最新版ビドーニュースの見出しダイジェスト（印刷物）を同封 

  WEBサイトを見られない環境でも見出しがわかります。 

 ・最新版ビドーニュース PDF版を毎月 1回無料でメール配信 

  フルカラーの PDF ファイルをメールで確認できます。 

 ・WEBサイトでバックナンバーを無料で閲覧可能 

  記事が 5つに分類され、よりわかりやすく閲覧できます。 

 ・WEBサイトでバンクナンバーの全文テキスト検索が可能 

  記事内容の全文テキスト検索機能で探したい情報だけをピックアップできます。 

以上 

 

 新しいビドーニュースサービスではWEBページの情報閲覧によって、月 1回のメール配

信を待つことなく、最新ニュースの閲覧が可能となります。価格改正の時期や廃止案内な

どもメール配信よりも早く確認できます。世の中の動きも早く、省資源、省エネルギーという

時代に突入しており、それに伴い、弊社としてもサービス・システムを変更させていただき、

月極取引要項内のビドーニュースに関する記述も変更させていただくこととなりました。何

卒ご理解のほど、お願いいたします。 

 ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。今後ともより一層努力し

てまいりますので、「BIDOOR（ビドー）」を何卒宜しくお願い致します。 

                                      敬具 
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拝啓 

 貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビドー）」製品に格別のご高配

を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 さて、弊社情報誌「BIDOOR(ビドー）ニュース」をご請求月の請求書に同封サービス終了に伴い、月

極契約取引要項「情報について」を平成 28年 7月 1日より、一部改定させていただくこととなりました。

変更概要は以下の通りです。 

記 

① 請求書に最新版ビドーニュースの見出しダイジェスト（印刷物）を同封 

WEB サイトの BIDOOR(ビドー）ニュースページを見れない環境の方でもニュース記事の見出

しをご確認いただけます。気になる記事がありましたら弊社までご連絡ください。 

② 最新版ビドーニュース PDF版を毎月 1 回無料でメール配信 

WEB サイトの BIDOOR(ビドー）ニュースページにてメール配信希望を受け付けています。簡

単な登録でフルカラーのBIDOOR(ビドー)ニュース PDF版を毎月メールでお送りいたします。

（メールが必要なくなった場合でも簡単に配信停止可能）。 

③ バックナンバーを無料で閲覧 

WEB サイトの BIDOOR(ビドー）ニュースページでは記事が 5 つに分類され、よりわかりやすく

記事を閲覧いただけます。 

④ バックナンバーの全文テキスト検索が可能。 

WEB サイトの BIDOOR(ビドー）ニュースページは記事内容の全文テキスト検索機能を搭載し

ており、探したい情報だけをピックアップできます。 

                                                                   以上 

    

ご不明な点等ございましたら、弊社に直接 TEL、FAX、電子メールなどでお問い合わせいただいて

も、情報をご確認いただけます。お気軽にお問い合わせください。また、要項の本紙をご希望の方は

ご連絡下さい。改めて弊社からご説明させていただきます。今後ともより一層努力してまいりますので、

「BIDOOR（ビドー）」を何卒宜しくお願い致します。 

                                           敬具 

                                               

 

お得意先様各位 

月極契約取引要項「情報について」の改定のご案内 

平成 28年 6月 1日 

     NO, 6 
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拝啓 

貴社ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビドー）」製品に格別のご高配を賜

り、厚くお礼申し上げます。 

さて、弊社月極契約取引要項『返品・交換について』を平成 28 年 7 月 1 日より、一部改定させていただ

くこととなりました。変更概要は以下の通りです。 

記 

■返品・交換などについての項  

良品/不良品/使用済/未使用に関わらず、納品後の返品や交換、伝票処理などをご希望される場合は

事前に必ず弊社までご連絡ください。製品の返送、伝票の処理、その他費用にかかわる請求等を弊社

へ事前のご連絡無くされた場合、一切の対応をいたしかねます。予めご了承いただきますようお願い申

し上げます。 

また、ご使用済製品（接着剤・釘・ビスなど取付後の製品）の返品・交換は致しかねます。取付前に製品

をご確認いただきますようお願いいたします。 

尚、製品の返品については弊社着が納品後１ヶ月以内になるようにお願いいたします。 

 

■返品・交換などについての項 2．案件別の返品・交換規定 

何らかの理由で返品や交換、その他の請求などの処理をご希望の場合は必ず弊社までご連絡ください。

以下の種類によって処理できる期日が変わりますのでご注意ください。期日を超えた商品の処理はお

断りしております。予めご了承いただきますよう、お願い申し上げます。 

1. 配送事故があった場合（運送会社が配送途中に商品を破損させた場合） 

納品日より 2 週間以内のご連絡 

2. 誤納品があった場合（弊社の過失により誤った商品が届いた場合） 

納品日より 2 週間以内のご連絡 

                                                            以上                                               

詳細内容の確認やご不明な点等ございましたら、弊社までお気軽にお問い合わせください。また、要項

の本紙をご希望の方はご連絡下さい。改めて弊社からご説明させていただきます。今後ともより一層努力し

てまいりますので、「BIDOOR（ビドー）」を何卒宜しくお願い致します。                                                                          

                                         敬具 

                                                

お得意先様各位 

月極契約取引要項「返品・交換について」改定のご案内 

平成 28年 6 月 1日 

     NO, 7 
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 ＝お得意先様の活動紹介＝ 

                                   

2016 年 4 月 14 日に発生した平成 28 年(2016 年)熊本地震により被災された皆様に、 

心よりお見舞い申し上げますとともに一刻も早い被災地の復興をお祈り申し上げます。 

 

弊社お得意先様の㈱イマダ様がボランティア活動の一環として益城町災害対策本部協力

のもと、炊き出しをされましたのでご紹介させて頂きます。主な活動内容としては被災地

で 5 月 17 日～18 日の 2日間に渡り、海鮮お好み焼き（500 食）、トッピング付きカレーラ

イス（370 食）、焼き飯、おむすび他などの無料配給となりました。 

避難所には食料が十分に行き届いていない状況が続いていたらしく、キャベツがいっぱ

い入ったお好み焼きなどは大変喜ばれ、被災者の方から多くの感謝の声が寄せられました。 

 尚、㈱イマダの社長様は皆様にも炊き出しのボランティア活動を呼びかけておられます。 

 

活動場所：益城町保険福祉センター 

  

地域の皆さんと下準備 海鮮お好み焼き 

 

  

炊き出しの行列の様子           センター周辺の様子 

 写真提供：株式会社 イマダ 

弊社もこの活動に支援させて頂いています。 
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