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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、下記の製品（弊社 総号カタログ 1998 年版、集合住宅用 カタログ掲載）につ

きまして、諸種の事情により製造を中止させていただくことになりました。取り急ぎ、ご

報告させていただきます（※在庫の有る限り販売いたします。在庫状況に関しましては、

お手数ですが弊社までお問い合わせ下さい）。 

今後ともかわらずお引き立てのほど、よろしくお願い致します。 

敬具 

 
記 

 
 総＝1998 年度版室内用資材総合カタログ 集=集合住宅用インテリア金物シリーズ 

09＝襖・建具用品カタログ April.2009issue 全価＝2017.3 月更新全価格表 30 ページ 以上 
         WA=ワトモスカタログ 
 

BIDOOR(ビドー)製品についてのご質問はお気軽にご連絡ください。 

品番     品名 色 サイズ 記載頁 

HZ-42 みやび取手  黒 - 総-115、全価 30、09-37、WA-42 

HZ-43 みやび取手 ＧＢ -  総-115、全価 30、09-37、WA-42 

HZ-44 房付みやび取手 黒 - 総-116、全価 30、09-37、WA-42 

HZ-45 房付みやび取手 GB - 総-116、全価 30、09-37、WA-42 

HZ-352 ブリッジハンドル  クローム 全サイズ 集-26、全価 29 

HZ-359 ブリッジハンドル  本金 全サイズ 集-26、全価 29 

お得意先様各位 

製造中止製品のご案内 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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【コラム】オシャレ？な引手 種類と加工の関係 
 最近、設計の方から「オシャレな引手が欲しい」というお問合せが多くなっています。どうも鍔（ツバ＝フチとも呼ぶ）の

細さを指しているようですが、よくよく聞いてみると「一般的には 3 ㎜～5 ㎜程度の細さが望ましい」とのことなのです。そ

こで皆さんは、現状販売中の建具・襖用引手のツバの細さ 5 ㎜以下の製品に、ある傾向があるのをご存知でしょうか？ 

 
■ツバの細さが 5 ㎜以下の建具・襖用引手 一般的な傾向（一部メーカーを除く） 
 ・木製品ではほとんど生産されていない。 

 ・金属プレス加工品では種類も色展開も多いが、シンプル形状の量産製品となる傾向にある。 
 ・樹脂や亜鉛などの金型成形品では特徴的な形状もあるが、種類も色展開も少ない。 
 
■加工上のメリットとデメリット概要（製品サイズや仕様、材質によるコストは除外）。 

 

※1．一体型とは製品に継ぎ目がない形状のこと。一体型以外のプレス加工品は組み立て費が原価に加算される。 

※2．組み立て式のプレス加工品は部品ごとに塗装できるので色展開が安価にできる。 

※3．一体型の金属製金型成形品の場合、底部の仕上げ工程が必ず必要なので、嵐塗装（粒状の塗装）やシールな

どでアラ隠しをする製品が多い。また、単価の安い一体型の樹脂製品などは表面処理をせず、生地（色付きの

樹脂）を使うことが多くなり、生産ロットの関係から色展開が少なくなる。 

※4．金型成形品の一体型でない（複数の部品で構成される）製品の場合、部材の厚みや部品同士を結合するため

の構造、ビス穴の確保などが必要な為、ツバのすべての箇所を 5 ㎜以下に統一できにくい。 

 

 木製品はツバを細くすると製品強度や品質が保てなくなるので、5 ㎜以上で製品開発することが多いようです。また、

金型成形品は精度が高い反面、ツバの細い製品の場合、一体型となってしまう傾向にあるのが欠点。一般的に一体型

引手で手掛かり部が深い構造の製品だと、底部の仕上げ加工が困難となります。表面塗装をすると塗装液が底部に溜

まることがあり、さらに処理が困難でコストがかかってしまいます。このように、製造方法は製造コストと製品単価に密接

に関係しているので、普及品を製造しているメーカーは、上記のようなことを製品開発時に検討しています。 

 つまり、別注品開発の場合を除き、ツバが細く、オシャレ？に見える引手の種類や色展開は、プレス加工品の方が多

く、逆に金型成形品では少なくなるのです。 

製造種別 メリット デメリット 

金属板のプレス加

工品 

部品ごとの装飾や加工が容易 

色展開が容易（※2） 

金型が安い 

生産ロットを少なくできる 

一体型以外は組み立てが必要（※1） 

加工精度は金型成形品より低い（形状に制限有） 

 

樹脂・亜鉛などの

金型成形品 

加工精度が高い（自由な形状が可能） 金型が高い 

生産ロットが多くなる 

一体型は色展開や仕上げにコストがかかる（※3） 

一体型以外は、構造上細いツバが難しい（※4） 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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利点： いくら新しいコンセプトの企画が良さそうでも、お客様の実際の反応はどうなるかわからない...。

新製品を在庫するにはリスクがある...。そんな企業の皆様の力になれることはないかと立案し

たのが「販促支援キャンペーン」です。この機会に製品そのものを手に取っていただき、カタ

ログだけではわからない製品の質感や光沢、洋室にマッチするかどうかのニュアンスなどを、

皆様のお客様と共感していただきたいと思います。わずかな予算で部屋のイメージチェンジ

できるという提案内容なら、お客様もきっと満足されるのではないでしょうか？  

 

内容：  貴社ご拡販用にクロス内装用品パンフレットを 50 部と 

 販売促進用製品サンプル 8 個入りの見本袋を 1 セットで 

 無料進呈（先着 50 社様限定） 

 ※本セットの送料は株式会社ビドーが負担させていただきます。 

 

詳細：  http://www.bidoor.co.jp/campaign/wpin2017/ 

期間： 平成 29 年 2 月 6 日～平成 29 年 3 月 31 日まで（ＦＡＸ返信から申込） 

応募： 上記リンクのキャンペーン応募フォームか FAX 返信用紙に必要事項をご記入後、ご返信。 

 

 

 

 

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/campaign/wpin2017/
http://www.bidoor.co.jp/wp/wp-content/files_mf/1484540164BN_201701_oth_02.pdf
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ワトモス クロス内装用品セール 2017  
 

 

「ワトモス クロス内装用品パンフレット」発行と同時に「クロス内装用品セール2017」を開催させて

いただくこととなりました。是非ともこの機会にご購入いただきますよう、お願い申し上げます。 

 

内容： クロス内装用品パンフレットに掲載の「横引引手」製品を箱購入時に 

 全品 20％OFF 

対象： 下記のリンクをご参照ください。 

期間： 平成 29 年 2 月 6 日～平成 29 年 3 月 31 日 18:00 まで 

受付： 通常通りのご注文（FAX・お電話など） 

     通販サイト ビドーパルからのご注文（ビドーパルのマイナーチェンジも同時開催） 

     個別 FAX からのご注文（お見積り） 

詳細： http://www.bidoor.co.jp/bidoor/campaignpdf/wpinsale_info.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通販サイト ビドーパルのセールページ 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?product_status_id=6
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/campaignpdf/wpinsale_info.pdf
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