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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（ワトモスカタログ掲載）につきまして、諸種の事情により販売を中

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。 

 

記 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
                                         
 

以上 
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 サイズ 記載頁 

TF-01 丸頭鉄引手鋲 黒 18x13（1kg 入) 52 

TF-01 丸頭鉄引手鋲 黒 18x16（3.75kg 入) 52 

TF-01 丸頭鉄引手鋲 黒 18x16（375g 入) 52 

TF-01 丸頭鉄引手鋲 黒 18x19（3.75kg 入) 52 

TF-01 丸頭鉄引手鋲 黒 18x19（375g 入) 52 

TF-10 ピンパネル 黒 15x38 52 

TF-10 ピンパネル 黒 15x45 52 

TF-11 ピンパネル 茶 15x38 52 

TF-14 カマチ釘 黒 14x38 52 

TF-20 捻逆目釘 生地 11x25 52 

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


 

 
ビドーニュース 2018 年 5 月号 株式会社ビドー 発行 大阪市東成区大今里 1-25-4 

TEL(06)6972-3824(代) URL：http://www.bidoor.co.jp email：info@bidoor.co.jp    

Copyright (c) Since 2006 BIDOOR inc. All Rights Reserved.      スマホはコチラ→ 

                       

 
 
 
 

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「装飾金物製品シリーズ掲載（黒色）」につきまして、諸種の事情に

より販売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。 

 
 

 
以上 

 
  

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 サイズ       記載ページ 

オリエント 13-90  ２-３ページ 

   

   

   

   

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


 

 

価格改正見積書 

平成 30 年 6 月 1 日実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

※掲載メディア（WＡ＝ワトモスカタログ） 

 

品番 品   名 サイズ 旧ﾊﾞﾗ価格 旧箱価格 ＷＡ 箱入数 新ﾊﾞﾗ価格 新箱価格 

RZ-55 ガード兼用戸当り シルバー － 770 440 49 20 820 470 

RZ-56 ガード兼用戸当り ゴールド － 770 440 49 20 820 470 

RZ-57 ガード兼用戸当り ブロンズ － 770 440 49 20 820 470 

         

         

         

         

お得意先様各位 
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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。 
さてこのたび、ご愛用いただいている BS-120 ステン義星丁番(リング無) HLの仕様を変更することとなり
ましたので、お知らせ申し上げます。現行品の在庫は既に終了している為、今後、新規でご注文いただいた
場合にはすべて変更品にて対応させていただく形となります。何卒ご理解賜り、ご了承いただきますようお
願い申し上げます。今後とも弊社製品をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

※ ☆は最小販売単位を示します。 

※ 旧仕様ほどは当日出荷に対応できない可能性があります。納期に余裕を持ってご注文をお願い致します。 

BS-120 ステン義星丁番(リング無) HL 仕様変更のお知らせ 

お得意先様各位 

 
 
 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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ビドーパル 新商品追加のお知らせ 
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。 

ビドーパルから新商品追加のお知らせをいたします。合計 138 グループの製品を追加していますの

で、是非ご覧下さいますようにお願いいたします。 

敬具 
 
 

・FAPLE(ファプレ)ブランド「万能物置」と「ゴミ収集庫」  
 
NOGUCHI のエクステリアプライベートブランド「FAPLE(ファプレ)」より新商品追加です。 
 
【万能物置】 

埋込み不要なので、DIY でも設置が可能で、駐輪場(自転車・バイク)、喫煙所など、さまざまな用途

にご使用いただけます。 
 

【ゴミ収集庫】 
猫・カラス対策などに最適な簡易タイプから、見映え抜群、高級ステンレス製の大型ゴミ収集庫ま

でご用意いたしました。 
 

 

 

 

 

 

 

お得意先様各位 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&category_id=0&maker_id=0&name=%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&category_id=0&maker_id=0&name=%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&category_id=0&maker_id=0&name=%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88
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・ハッピー金属工業(HSK)ブランド「戸建、集合住宅向けポスト」  
 
ハッピー金属工業(HSK)ブランドより発売された戸建、集合住宅向けポストです。 
全製品が安心の日本製で豊富なバリエーションを取り揃えております。 
 
・戸建住宅向けステンレスポスト「ファミールシリーズ」 
・戸建住宅向け最高級グレードポスト「コパークシリーズ」 
・集合住宅向けステンレスポスト「コンポス(COMPOS)シリーズ」 
 
上記 3 シリーズで合計 133 グループの商品を追加しています 

 

 
 

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list_all2.php?category_id=13&name=FAPLE
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=1&search_mode=1&name=%E5%8F%8B%E9%83%BD%E9%A6%99%28%E3%82%86%E3%81%A8%E3%81%8B%29
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=1&search_mode=1&name=%E5%8F%8B%E9%83%BD%E9%A6%99%28%E3%82%86%E3%81%A8%E3%81%8B%29
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=1&search_mode=1&name=%E5%8F%8B%E9%83%BD%E9%A6%99%28%E3%82%86%E3%81%A8%E3%81%8B%29
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