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お得意先様 各位 

価格改正のご案内 

 

2019年03月01日より実施

EB-22 笹金物 一文字形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ
EB-27 笹金物 半笹形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ
EB-72 笹金物 L字形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ
EB-77 笹金物 T字形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ
EB-82 笹金物 十字形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ
EC-20 笹金物 一文字形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EC-25 笹金物 半笹形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EC-70 笹金物 L字形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EC-75 笹金物 T字形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EC-80 笹金物 十字形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ

品番　　　　　　　品名 サイズ 価格

種類が多いため、大変お手数ですが
弊社公式HPの全価格表にて

金額のご確認をお願い致します。
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf

 
 

また、上の価格改正の同時に、箱の入数が 4 個となっていた一部の社寺金物の入数を 1 個に変更致します。 

対象商品は以下の通りです。(※こちらの詳細確認も全価格表にてお願い致します) 

EC-03 乳唄金具 黒 全ｻｲｽﾞ EC-26 笹金物 半笹形 本金メッキ 全ｻｲｽﾞ
EC-04 乳唄金具 青銅 全ｻｲｽﾞ EC-28 笹金物 半笹形 青銅色焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EC-05 乳唄金具 本金 全ｻｲｽﾞ EB-72 笹金物 L字形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ
EF-01 乳唄金具 黒 全ｻｲｽﾞ EC-70 笹金物 L字形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EB-50 普通型義星金具 磨上 一部ｻｲｽﾞ EC-71 笹金物 L字形 本金メッキ 全ｻｲｽﾞ
EB-51 普通型義星金具 黒 一部ｻｲｽﾞ EC-73 笹金物 L字形 青銅色焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EB-52 普通型義星金具 本金 一部ｻｲｽﾞ EB-77 笹金物 T字形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ
EB-53 普通型義星金具 青銅 一部ｻｲｽﾞ EC-75 笹金物 T字形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EB-22 笹金物 一文字形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ EC-76 笹金物 T字形 本金メッキ 全ｻｲｽﾞ
EC-20 笹金物 一文字形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ EC-78 笹金物 T字形 青銅色焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EC-21 笹金物 一文字形 本金メッキ 全ｻｲｽﾞ EB-82 笹金物 十字形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ
EC-23 笹金物 一文字形 青銅色焼付塗装 全ｻｲｽﾞ EC-80 笹金物 十字形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ
EB-27 笹金物 半笹形 真鍮磨上 全ｻｲｽﾞ EC-81 笹金物 十字形 本金メッキ 全ｻｲｽﾞ
EC-25 笹金物 半笹形 黒焼付塗装 全ｻｲｽﾞ EC-83 笹金物 十字形 青銅色焼付塗装 全ｻｲｽﾞ

品番　　　　　　　品名 サイズ 品番　　　　　　　品名 サイズ
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お得意先様 各位 

廃番製品のご案内 

 (HZ-21 ｽﾏｰﾄ富士 GB、及び 楓・桜・藤戸引手 各 SG 色) 
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、下記の製品につきまして、工場より材料の安定調達が今後困難との報告があり、追加生産が不可能と

なりました。つきましては本意ではございませんが、現在庫をもって該当商品を販売終了とさせていただきます。

取り急ぎご報告させていただきますので内容のご確認をどうぞ宜しくお願い致します。 

敬具 

記 

商品名 オプション W2 W1 09 装飾 総合 在庫数(3/1時点)
HZ-21 ｽﾏｰﾄ富士 GBﾒｯｷ　　★ 小 販売終了 44 42 37 113 在庫なし
〃　　　　　　　　　　　  ★ 小々 在庫限り 44 42 37 113 在庫残り約300個
PB-21 楓戸引手 SG 155mm 在庫限り 33 31 31 在庫残り約20個
〃 125mm 在庫限り 33 31 31 在庫残り約20個
〃 110mm 在庫限り 33 31 31 在庫残り約40個
〃 95mm 販売終了 33 31 31 在庫なし
PB-37 桜戸引手 SG 75mm 在庫限り 33 31 31 在庫残り約10個
〃 90mm 在庫限り 33 31 31 在庫残り約300個
〃 105mm 在庫限り 33 31 31 在庫残り約60個
〃 120mm 在庫限り 33 31 31 在庫残り約60個
PB-317 藤戸引手 SG 150mm 在庫限り 32 30 31 在庫残り約30個
〃 120mm 在庫限り 32 30 31 在庫残り約150個  

※ｶﾀﾛｸﾞ略称 … W2(2018 年ﾜﾄﾓｽ v2)、W1(2016 年ﾜﾄﾓｽ v1)、09(2009 年襖・建具用品)、装飾(2005 年装飾金物)、総(1998 年総合)  

※上に記載のないサイズは元々、既に在庫限りや販売終了品です(全価格表にてご確認ください)。 
★HZ-21 については後継品を検討中です。 

以上 

 
最新カタログは 2018 年 9 月発行 ワトモスカタログ Ver.2 です(※カタログ本体背面に ver.2 と記載有り) 

古いカタログをご使用の場合は切り替えをお願い致します。 

尚、BIDOOR 製品の最新価格・廃改情報は公式 HP の全価格表にてご確認いただけます。 

http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf 

http://www.bidoor.co.jp/
http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
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お得意先様 各位 

 

廃番製品のご案内 

 (ステン二重丸 穴無 シリーズ) 

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、下記の製品につきまして、諸種の事情により製品を販売終了と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。 

今後とも変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 

商品名 オプション W2 W1 09 装飾 総合 在庫数(3/15時点)
PS-71 ｽﾃﾝ二重丸 穴無 HL 大 在庫限り 21 20 在庫残り約400個
〃 中 在庫限り 21 20 在庫残り約100個
PS-72 ｽﾃﾝ二重丸 穴無 ｺｰﾄﾌﾞﾗｯｸ 大 在庫限り 21 20 在庫残り約10個
〃 中 在庫限り 21 20 在庫残り約20個
PS-73 ｽﾃﾝ二重丸 穴無 ｺｰﾄﾎﾜｲﾄ 大 在庫限り 21 20 在庫残り約150個
〃 中 在庫限り 21 20 在庫残り約10個

 
※ｶﾀﾛｸﾞ略称 … W2(2018 年ﾜﾄﾓｽ v2)、W1(2016 年ﾜﾄﾓｽ v1)、09(2009 年襖・建具用品)、装飾(2005 年装飾金物)、総(1998 年総合)  

以上 

最新カタログは 2018 年 9 月発行 ワトモスカタログ Ver.2 です(※カタログ本体背面に ver.2 と記載有り) 

古いカタログをご使用の場合は切り替えをお願い致します。 

尚、BIDOOR 製品の最新価格・廃改情報は公式 HP の全価格表にてご確認いただけます。 

http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf 

http://www.bidoor.co.jp/
http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
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お得意先様 各位 

廃番製品のご案内 

 (白樺シリーズ・積層木シリーズ) 
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。 

ご好評をいただいていた「白樺シリーズ」「積層木シリーズ」（※一部を除く）ですが、材料供給業者より「幅

50mm 超の商品に使用している材については今後、これまでの圧着強度を保つことができない」との連絡があ

りまして追加生産が不可能となりました。この為、本意ではございませんが現在庫をもって該当商品を販売終了

とさせていただきます。取り急ぎご報告させていただきますので内容のご確認をどうぞ宜しくお願い致します。 

敬具 

記 

商品名 オプション W2 W1 09 装飾 総合 在庫数(3/15時点)
MW-23 残月開用 ｸﾘｱｰ 大 在庫限り 36 34 23 在庫残り約3個
PW-210 白木柾目丸 生地 大 在庫限り 22 在庫残り約400個
〃 中 在庫限り 22 在庫残り約600個
PW-213 ｶｽﾐ残月 ｸﾘｱｰ 大 在庫限り 13 13 在庫残り約200個
〃 中 在庫限り 13 13 在庫残り約300個
PW-520 白樺片ﾁﾘ角 ｸﾘｱｰ 大 販売終了 24 23 8 在庫なし
〃 中 在庫限り 24 23 8 在庫残り約200個  

※ｶﾀﾛｸﾞ略称 … W2(2018 年ﾜﾄﾓｽ v2)、W1(2016 年ﾜﾄﾓｽ v1)、09(2009 年襖・建具用品)、装飾(2005 年装飾金物)、総(1998 年総合) 

※残っている PW-520 は生地色の違いにより大と中で色味に差があります。予めご注意ください。 

※これにより、HW-101 ﾆｭｰｸﾗﾌﾄ取手・PW-157 白樺ｽﾘﾑ角を除く積層材商品は全て販売終了、あるいは在庫限りとなります。 

詳しくは全価格表(http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf)にてご確認お願い致します。 

 

【代替品候補】 MW-23 … MW-104 開用月袖 白木・MW-108 開用月袖 モミジなど。 

PW-210・PW-213 … PW-04 白木丸・PW-08 モミジ丸など。 

PW-520 … PW-20 白木片チリ角・PW-120 モミジ片チリ角・PW-720 面取モミジ片チリ角など。 

以上 

 

最新カタログは 2018 年 9 月発行 ワトモスカタログ Ver.2 です(※カタログ本体背面に ver.2 と記載有り) 

古いカタログをご使用の場合は切り替えをお願い致します。 

http://www.bidoor.co.jp/
http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf


 

 
ビドーニュース 2019 年 3 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→ 

お得意先様 各位 

ワトモス V2 カタログ販売(在庫)終了商品 一覧 
 

弊社最新カタログ「ワトモス V2」掲載品において、「販売(在庫)が終了した商品」、及び、「販売終了が近い商

品」が増えてきましたので、ここで一度、その一覧を作成しました。内容のご確認をお願い致します。 

 

掲載P 品名 (アルファベット順) オプション名
残り在庫数
(3/9時点)

44 HZ-21 スマート富士取手 GB 小 終了
37 MB-24 セミルナー 古美 中(特売) 6
37 MB-25 セミルナー GB 中(特売) 終了
41 MP-91 両手掛 ステン白 120mm 終了
36 MW-23 残月開用 クリアー 大 6
38 MW-245 モダンカシュー開用角渕 栗色 中 終了
33 PB-21 楓戸引手 SG 95mm 終了
32 PB-317 藤戸引手 SG 180mm 9
33 PB-37 桜戸引手 SG 150mm(特売) 1
33 PB-37 桜戸引手 SG 200mm(特売) 9
29 PB-561 花道リビング パールホワイト 大(特売) 終了
29 PB-562 花道リビング パールピンク 大(特売) 終了
29 PB-562 花道リビング パールピンク 中 終了
29 PB-563 花道リビング パールクリーム 大(特売) 終了
29 PB-563 花道リビング パールクリーム 中 終了
29 PB-752 浪速長角 アンバー 大 6
31 PB-756 中益撫角 仙徳 120mm 終了
30 PC-27 葵戸引手 古美 90mm 終了
33 PC-35 桜戸引手 GB 150mm 8
22 PF-224 二重丸 クリーム 大 終了
17 PP-103 量産ハメ込二寸丸 茶 大(特売) 5
33 PS-06 桜戸引手 ステンカラー 90mm(特売) 5
15 PS-121 シルキー二寸丸 マットシルバー 大 終了
32 PS-16 ステンチリ出し戸引手 SG 105mm 終了
25 PW-126 ホワイトウッド両チリ角 生地 45mm 5
30 PW-164 スリムルーター 白木 生地 110mm(特売) 終了
12 PW-285 モダンカシュー二寸丸 栗色 中(特売) 2
24 PW-520 白樺片チリ角 クリアー 大 終了
50 RM-75 自動ロック戸当 シルバー ‐ 6   

※残り在庫数 10 個未満の商品のものを掲載対象としています。 

 
最新カタログは 2018 年 9 月発行 ワトモスカタログ Ver.2 です(※カタログ本体背面に ver.2 と記載有り) 

古いカタログをご使用の場合は切り替えをお願い致します。 

尚、BIDOOR 製品の最新価格・廃改情報は公式 HP の全価格表にてご確認いただけます。 

http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf 
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3  
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。 

インテリア 「 ンフ ルト」3 No.167 の「

 

敬具 
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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 158 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 
 

円筒錠(ドアノブ)からの取り替えに最適(※)な太幸のレバーハンドル、 

「ターボレバーNo.2100」シリーズ、及び、その関連商品の販売を開始いたしました。 

是非ご覧くださいますようどうぞ宜しくお願い致します。 

(※別売部品のセーフティエスカッション No.2130 が別途必要) 

・太幸のレバーハンドル 

 

 
新たに「アルミ丸棒 生地」の販売を開始しました。 

長さ 1000mm の直径違い 4 タイプを取り扱っています。 

是非ご覧くださいますようどうぞ宜しくお願い致します。 

・アルミ丸棒 

 
 

 

http://www.bidoor.co.jp/
http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&name=%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&name=%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%9C%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=1&name=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E4%B8%B8%E6%A3%92
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=1&name=%E3%82%A2%E3%83%AB%E3%83%9F%E4%B8%B8%E6%A3%92
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人気のShibutani(シブタニ)ドアストッパー「DCIシリーズ」の新たなラインナップとしてDCI-85、

DCI-86、DCI-87、DCI-88 を加えました。 

是非ご覧くださいますようどうぞ宜しくお願い致します。 

・シブタニ「ドアストッパー」 

 

 
実用的でありながらシックかつモダンな丸喜金属本社の黒シリーズの取り扱いを 

新たに開始しました。 

是非ご覧くださいますようどうぞ宜しくお願い致します。 

・丸喜金属本社「黒シリーズ」 

 
 
アーチの NO.4300 ステンレスフラッシュ丁番シリーズ、NO.4520 ステンレス中厚丁番を 

新たに公開致しました。今回の追加でアーチ丁番がかなり充実しました。 

是非ご覧くださいますようどうぞよろしくお願い致します。 

・アーチ「丁番」 (※URL はアーチ丁番全てへのリンクとなります。) 

 

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%82%B7%E3%83%96%E3%82%BF%E3%83%8B+DCI&product_status_id=0&orderby=pstatus&disp_number=20&pageno=1&rnd=pro
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&category_id=0&maker_id=0&name=MK%E3%80%81MARIC%E3%80%81MALCON%E3%80%81MARIX+%E9%BB%92&product_status_id=0&orderby=group_name&disp_number=20&pageno=1&rnd=cos
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&category_id=0&maker_id=0&name=MK%E3%80%81MARIC%E3%80%81MALCON%E3%80%81MARIX+%E9%BB%92&product_status_id=0&orderby=group_name&disp_number=20&pageno=1&rnd=cos
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