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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、弊社といたしましてはコスト削減に取り組み、価格維持に努めてまいりましたが、昨今の諸経費の上昇は

著しく、また今後の見通しも一段と厳しい状況が予想されます。そのため、ここに至って 2019年 6月 1日より価

格バランスの見直しをさせていただくことといたしました。 

お客様にはご迷惑をお掛けして大変、申し訳ございませんが、何卒ご理解賜りますようお願いを申し上げます。 

 

記 
 

 １．適用：  2019年 6月 1日（土）以降ご注文分より 

 ２、詳細：  下記 PDFにて内容のご確認をよろしくお願い致します。(※公開予定は 4/17) 

 

① 最新カタログ ワトモス Ver.2.0 掲載商品 新旧価格比較一覧 

http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/201906_watmos2_comp.pdf 

 

② BIDOOR(ビドー)全製品 新旧価格比較一覧 

http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/201906_all_price_comp.pdf 

 

 

 

 

※印刷版としては 6月初旬に「ワトモスカタログ Ver.2別冊価格表」最新版の発行を予定しております。 

同月ニュース別紙にて案内しておりますのでご確認をお願い致します。 

 

以上 

 

心苦しいお願いではございますが、ご高配をもってご了承くださるよう、お願い申しあげます。まずは、略儀なが

ら書中をもってお願い申し上げます 

敬具 

重要：BIDOOR商品 価格改定のお知らせ 
お客様各位 

 

※今回は全体的に価格を見直しておりますので 

値下げしている商品も多数ございます。 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/201906_watmos2_comp.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/201906_all_price_comp.pdf


 

 
ビドーニュース 2019 年 4 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 

新製品販売開始のご案内 

 

商品名 オプション 箱入数 単位 箱価格 バラ価格
HZ-322 スマート富士取手 コートGB 小 50 本 ¥320 ¥550
HZ-322 スマート富士取手 コートGB 小々 50 本 ¥270 ¥490  

販売開始日 2019/05中旬予定

特　長

販売終了となったHZ-21の後継品に当たる軽量扉用の亜鉛合金製取手。
スリムで安価な定番製品で、表からのビス止め式なので取り付けが簡単です。
下地にプライマー処理を施し製品との密着性を高めた焼付塗装を採用しています。
(※HZ-21はメッキ仕様でした。)

備　考 ビス付き (小は 3.1×20、小々は2.7×16)
材　質 亜鉛  

 

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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ワトモス Ver2.0 カタログ別冊価格表 最新版 6 月発行のご案内 

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、6 月 1 日の価格改正(※詳細は同月ビドーニュースの別紙参照)に伴いまして、弊社最新印刷カタ

ログ「ワトモスシリーズ Ver.2.0」の別冊価格表の最新版を合わせて発行することとなりました。 

つきましては、複数冊をご希望の方は本案内状下欄の必要事項をご記入の上、FAX にて弊社までご請

求お願い致します。送料弊社負担にてお送り致します(2019 年 8 月末日 締め切り）。 

 

※発行は 6 月初旬前後を予定しております。 

※発行部数には限りがありますので、ご請求数量のご希望に沿えない可能性がございます。 

 

=====================  ご返信 FAX 番号 （06）6974-3865  ==================== 

 

希望部数 別冊価格表　　　　部

会社名

担当者名

郵便番号

住所

電話

FAX

E-mail

職業 □ 設計・ｲﾝﾃﾘｱ関連 □ 施工・工事店関連 □ 販売業関連

□ 公共団体関連 □ その他（　　　　　　　　　　　　　　)

　　(カタログ本体　　 　部)

  
 

お得意先様各位 

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

 

七宝いろは丸シリーズ 品番・売価 変更のご案内 
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、「七宝いろは丸シリーズ」(ワトモスカタログ V2 P.12 掲載)につきまして、諸種の事情により品番、

及び、売価を変更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 

現在の品番・品名 新しい品番・品名
PC-951SL 七宝いろは丸 松(ﾍｱﾗｲﾝ) 大 iroha01-1111 七宝いろは丸 松(ﾍｱﾗｲﾝ) 大
PC-951SL 七宝いろは丸 松(ﾍｱﾗｲﾝ) 中 iroha01-1112 七宝いろは丸 松(ﾍｱﾗｲﾝ) 中
PC-951WH 七宝いろは丸 松(ﾎﾜｲﾄ) 大 iroha01-1121 七宝いろは丸 松(ﾎﾜｲﾄ) 大
PC-951WH 七宝いろは丸 松(ﾎﾜｲﾄ) 中 iroha01-1122 七宝いろは丸 松(ﾎﾜｲﾄ) 中
PC-951BK 七宝いろは丸 松(黒) 大 iroha01-1131 七宝いろは丸 松(黒) 大
PC-951BK 七宝いろは丸 松(黒) 中 iroha01-1132 七宝いろは丸 松(黒) 中
PC-951BR 七宝いろは丸 松(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 大 iroha01-1141 七宝いろは丸 松(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 大
PC-951BR 七宝いろは丸 松(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 中 iroha01-1142 七宝いろは丸 松(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 中
PC-952SL 七宝いろは丸 竹(ﾍｱﾗｲﾝ) 大 iroha01-1211 七宝いろは丸 竹(ﾍｱﾗｲﾝ) 大
PC-952SL 七宝いろは丸 竹(ﾍｱﾗｲﾝ) 中 iroha01-1212 七宝いろは丸 竹(ﾍｱﾗｲﾝ) 中
PC-952WH 七宝いろは丸 竹(ﾎﾜｲﾄ) 大 iroha01-1221 七宝いろは丸 竹(ﾎﾜｲﾄ) 大
PC-952WH 七宝いろは丸 竹(ﾎﾜｲﾄ) 中 iroha01-1222 七宝いろは丸 竹(ﾎﾜｲﾄ) 中
PC-952BK 七宝いろは丸 竹(黒) 大 iroha01-1231 七宝いろは丸 竹(黒) 大
PC-952BK 七宝いろは丸 竹(黒) 中 iroha01-1232 七宝いろは丸 竹(黒) 中
PC-952BR 七宝いろは丸 竹(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 大 iroha01-1241 七宝いろは丸 竹(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 大
PC-952BR 七宝いろは丸 竹(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 中 iroha01-1242 七宝いろは丸 竹(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 中
PC-953SL 七宝いろは丸 梅(ﾍｱﾗｲﾝ) 大 iroha01-1311 七宝いろは丸 梅(ﾍｱﾗｲﾝ) 大
PC-953SL 七宝いろは丸 梅(ﾍｱﾗｲﾝ) 中 iroha01-1312 七宝いろは丸 梅(ﾍｱﾗｲﾝ) 中
PC-953WH 七宝いろは丸 梅(ﾎﾜｲﾄ) 大 iroha01-1321 七宝いろは丸 梅(ﾎﾜｲﾄ) 大
PC-953WH 七宝いろは丸 梅(ﾎﾜｲﾄ) 中 iroha01-1322 七宝いろは丸 梅(ﾎﾜｲﾄ) 中
PC-953BK 七宝いろは丸 梅(黒) 大 iroha01-1331 七宝いろは丸 梅(黒) 大
PC-953BK 七宝いろは丸 梅(黒) 中 iroha01-1332 七宝いろは丸 梅(黒) 中
PC-953BR 七宝いろは丸 梅(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 大 iroha01-1341 七宝いろは丸 梅(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 大
PC-953BR 七宝いろは丸 梅(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 中 iroha01-1342 七宝いろは丸 梅(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 中
PC-954SL 七宝いろは丸 桜(ﾍｱﾗｲﾝ) 大 iroha01-1411 七宝いろは丸 桜(ﾍｱﾗｲﾝ) 大
PC-954SL 七宝いろは丸 桜(ﾍｱﾗｲﾝ) 中 iroha01-1412 七宝いろは丸 桜(ﾍｱﾗｲﾝ) 中
PC-954WH 七宝いろは丸 桜(ﾎﾜｲﾄ) 大 iroha01-1421 七宝いろは丸 桜(ﾎﾜｲﾄ) 大
PC-954WH 七宝いろは丸 桜(ﾎﾜｲﾄ) 中 iroha01-1422 七宝いろは丸 桜(ﾎﾜｲﾄ) 中
PC-954BK 七宝いろは丸 桜(黒) 大 iroha01-1431 七宝いろは丸 桜(黒) 大
PC-954BK 七宝いろは丸 桜(黒) 中 iroha01-1432 七宝いろは丸 桜(黒) 中
PC-954BR 七宝いろは丸 桜(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 大 iroha01-1441 七宝いろは丸 桜(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 大
PC-954BR 七宝いろは丸 桜(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 中 iroha01-1442 七宝いろは丸 桜(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) 中  

※ 同時に、売価についても「都度見積」に変更となります。 

※ 商品詳細については弊社 HP(bidoor.co.jp)にてご確認をお願い致します。 

以上 

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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ビドーパル ポンパレモール店オープンのお知らせ 

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。 

4月よりリクルート運営の ECサイト「ポンパレモール」にビドーパル店が出店開始いたしまし

た。Yahoo!ショッピング、rakuten、amazonについで 4店舗目となり、26カテゴリ 19588点

の商品を出品しております(2019年 4月現在)。是非、下記リンクよりご覧頂くようお願いいたし

ます。また、ビドーパルの取扱商品は協力企業様との連携強化で増大する予定です。今後にご期

待下さい。 

 敬具 

https://store.ponparemall.com/bidoorpal 

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://store.ponparemall.com/bidoorpal
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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98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 
 

壁面収納の新しいカタチを提案する SPG ブランドの Coconi シリーズの取り扱いを新たに開始致し

ました。 
・SPG「Coconi」 

 
 

 

 
物干し掛け、ポストを中心にBEST(ベスト)ブランド商品 37点の取り扱いを新たに開始致しました。 

・BEST「ポスト」及び「追加公開商品」

 
 

 

 

 

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=Coconi&product_status_id=0&orderby=group_name&disp_number=20&pageno=1&rnd=god
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&category_id=0&maker_id=0&name=BEST&product_status_id=0&orderby=pstatus&disp_number=20&pageno=1&rnd=wra
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&category_id=0&maker_id=0&name=BEST&product_status_id=0&orderby=pstatus&disp_number=20&pageno=1&rnd=wra
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独自開発した V 字金具とネジにより、壁への直接取付(石膏ボードで下地が不要)を 

可能にした SOWA の「ガチ壁くんシリーズ」の取り扱いを新たに開始致しました。 

・SOWA「ガチ壁くんシリーズ」公開商品 

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?mode=search&name=%E3%82%AC%E3%83%81%E5%A3%81
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