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 エポック カラーラインナップ      エポック 拡大写真 
平成 19 年 4 月 2 日より実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 

PZ-661 エポック パールホワイト 120 20 2250 
 〃  〃      〃 105 20 2000 
PZ-662 エポック パールピンク 120 20 2250 
 〃  〃      〃 105 20 2000 
PZ-663 エポック パールクリーム 120 20 2250 
 〃  〃      〃 105 20 2000 
PZ-664 エポック サーチライトニッケル 120 20 1400 
 〃   〃      〃 105 20 1300 
PZ-665 エポック サーチライトゴールド 120 20 1850 
 〃  〃      〃 105 20 1750 

 
■特 長： ヒットシリーズの淡麗パールカラーと柔らかい反射が特長のサーチライ

トメッキを使用。色調と流線型の製品フォルムにこだわり、洋風でも和風

でもコーディネートがしやすい製品を目指しました。使いやすいワイド仕

様でバリアフリーにも最適。M4ビスで裏からの取り付けにも対応。 

■材 質： ZDC（ダイキャスト）製 

■サイズ： 120㎜： 外寸120×42 裏寸114×35 全高13.5 表厚1.5 

    105㎜： 外寸105×38 裏寸 90×32 全高12.5 表厚2.0 

■備 考： 105mmサイズは12芯材襖にも対応（片面） 鍔（ツバ）下：10.5mm 

 

お得意先様各位 平成 19 年 4 月 11 日 
     NO, 1 

新製品見積書 
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    マグネ戸当り  RM-71 マーブル         RM-72 ベージュ 
 
 19 年 4 月 16 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 

RM－71 マグネ戸当り  マーブル  20 440 
     
 製品ラインナップ↓    
RM－72 マグネ戸当り  ベージュ  20 440 
RM－73 マグネ戸当り  シルバー  20 440 
RM－74 マグネ戸当り  アンバー  20 440 
     
     

 
■特 長： 樹脂製マグネット式戸当りのニューカラー。従来シリーズのRM-72「ベー

ジュ」よりも白木系木目色に合わせやすくなりました。 

■材 質： ZDC/軟質樹脂 

■サイズ： ベースプレート：50φ ×高3㎜  本体外寸：横46×縦33×高21 

■備 考： ビス付き（ビス頭同系色塗装） 

 
 

お得意先様各位 平成 19 年 4 月 16 日 
     NO, 2 

新取扱品見積書 
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１９年 4 月 1 日より実施 

掲載ページ表記 （総＝総合カタログ 和＝和襖カタログ 量＝量産カタログ） 

 
 
             
 
 

品番 品   名 サイズ 入数 旧価格 新価格 総 和 量 

DS-81 水切パイプ棚  S 600 5 6685 9010 246   

DS-81 水切パイプ棚  S 900 5 7755 10815 246   

DS-81 水切パイプ棚  S 1200 5 8995 12255 246   

DS-82 水切パイプ棚   W 600 5 10205 13575 246   

DS-82 水切パイプ棚   W 900 5 11825 16220 246   

DS-82 水切パイプ棚   W 1200 5 13725 18380 246   

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

備考： 
 
 
 
 
 
 
 

価格改正見積書 

お得意先様各位 平成 19 年 3 月 20 日 
     NO, 3 

ビドーニュース  2007 年 4 月号  発行： 株式会社 ナガノ 

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/  



                      
 
 

弊社最新カタログ発行に伴う 

「端数販売（バラ定価）価格」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、弊社最新カタログ「集合住宅用インテリア金物シリーズ Apr. 2007 issu」の発行に

伴いまして、下記のように小箱入数未満（端数、バラ）販売の価格設定が変更になります。

内容のご確認をお願い申し上げます。 

 

記 

  内 容：従来の「小箱入数未満（端数、バラ）掛け率」を廃 
   止し、製品毎に「価格（箱定価）」と「端数販売価 
   格（バラ定価）」を設定。 

備 考： 端数価格の詳細は直接問い合わせるか WEB サイト
に公開されている価格表 PDFファイルを参照（集合
住宅用カタログの価格表は公開中。全製品価格表は 5
月下旬公開予定）。 

期 日： 平成 19年 6月 1日より 
以上 

 
 なお、この件に伴いまして「月極/新規取引契約書」の表記を別紙のように一部変

更をさせていただきます。内容のご確認をお願い申し上げます。 

 何かわかりにくい点がありましたら、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 平成 19 年 4 月 16 日 
     NO, 4 
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■「月極/新規取引契約書」記述の変更 

 

記 

 
 

 変更箇所： 月極取引契約書 1頁 販売価格についての項 

  新規取引契約書 １頁 販売価格についての項 

 

変更内容： 小箱箱入数未満（端数）のご注文も承っておりますが、箱入数

の単価よりも割増価格となります。また、製品によって割増価格

が異なりますので（1.0倍/割増なし～1.3倍程度まで）、詳細は

お問い合わせいただきますよう、お願い申し上げます。尚、製品

によっては端数販売が出来ないものもあります（例：低価格商品、

釘・ビス類、丁番類の一部、障子引手の一部、ガラリ類、他）。予

めご了承いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。 

 

変更期日： 平成19年4月2日 

 

旧表記： 商品箱入数未満（端数）のご発注も承っておりますが、特別な

場合を除き、一律に販売価格より30％アップとなります。予めご

了承いただきますよう宜しくお願い申し上げます。ご注意：低価

格商品、釘・ビス類、丁番類の一部、障子引手の一部、ガラリ類

などは端数販売をお断りする場合があります。 

以上 
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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、弊社カタログ『集合住宅用インテリア金物シリーズ』におきま

して、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。 

記 
                                              

 
 
 
 

 
 
 
 
                             
                             以上 
 
このたびはご迷惑をおかけいたしました。上記製品のご発注の際に間違

いが起こらないよう、再度内容の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に努力いたします。何卒宜しくお願い申し上げます。 
                                 敬具 

品  名 誤 正 記載頁 

木目チリ角 Bサイズ 59 Bサイズ 55 12頁 

下レール 品番 L153 品番 L221 32頁 
下レール Z2型 ZA型 32頁 

FAセット シルバー 価格￥13,795- 価格￥13,945- 32頁 

お得意先様各位 平成１９年４月１６日 
     NO, 5 

サイズ表記の訂正のご案内 
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BIDOOR BEST SELECTION 
「集合住宅用インテリア金物 2007 issue」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、弊社最新印刷カタログ「集合住宅用インテリア金物シリーズ 2007 issue」が 4 月

に新しく発行されました。主な内容は別紙の通りです。ご確認をお願いいたします。 

また、印刷カタログを一社様一冊に限り、無料で進呈いたします（送料弊社負担/本

州・四国・九州地方以外は送料着払いにてお送り致します）。ご希望の方は本案内状下

欄に必要事項をご記入の上、FAX で弊社までご請求ください。下記 WEB サイト、モバイ

ルサイトからでも印刷カタログのご請求が可能です。合わせてご利用ください。 

 ■WEB サイト： http://www.bidoor.co.jp/bidoor/catalog.html 

      TOP ページ→上部「製品カタログ」のタグ→「印刷カタログ請求フォーム」 

 ■モバイルサイト： http://www.bidoor.co.jp/bidoor/mobile/syugo.html 

   TOPページ→「印刷カタログ請求」 

尚、本カタログ掲載製品について、端数（小箱入数未満のバラ）販売掛け率が変更に

なります。詳しくは別紙をご確認ください。 

============================================================================ 

 お申込社名 ： 

 ご担当者名 ： 

 郵便番号  ： 

 ご住所（ビル名含） ： 

 お電話・FAX ： 

 ご職業：  □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（            ） 

 締め切り  ：平成 19 年 9 月末日 

今後とも「BIDOOR（ビドー）」をよろしくお願い申し上げます。 

敬具 
 
 

お得意先様各位 平成 19 年 4 月 4 日 
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■カタログ名称： 

 

BIDOOR BEST SELLECTION（ビドーベストセレクション） 

集合住宅用インテリア金物シリーズ April, 2007 Issue 

 

 
 
 

■カタログ内容： 
   
 利用頻度の高い製品を集めた目的別・用途別製品カタログ「BIDOOR 

BEST SELECTION」の集合住宅用インテリア金物シリーズ第一弾。用途別

に製品をまとめた見開き完結型のページ編集加え、製品の拡大写真や図

面・挿絵などをふんだんに使い、特長がより分かり易くなりました。 持ち運

び便利な薄型 A4 版ながら、これ一冊で普及品からデザイン製品までを網

羅。まさにスタンダード・バイブル的カタログです。 

 また、本シリーズより携帯用モバイルサイトと完全に連携されることとなり、

巻末のQRコードからQR読取機能付携帯電話を使って製品閲覧～購入も

可能となっています（通信に必要なパケット料金などは別途費用がかかりま

す）。 
 
■備考： 
 

※平成 19 年 4 月以降に発売されている製品は掲載されておりません。  

※在庫管理を徹底し、品切れの起こらないように努力していますが、注文

が一時的に集中する場合は、やむを得ず品切れになる製品もあります。  

※製品仕様および価格は予告なく変更することがあります。  

※ご使用になるモニターや印刷などの都合上、実際の製品と多少色が異

なることがあります。  

※特に明記していない限り、単位は全てミリメートル（㎜）です。  

※製品の中には、一部端数販売が出来ないものもあります。  

※カタログ掲載の寸法は参考寸法です。  

※「価格」に消費税は含まれておりません。 

 
 
 

【掲載品目】 

引戸金物、レバーハンドル、吊戸・折戸

金物、レール・戸車・戸当り、取手・ツマ

ミ、丁番・キャッチ・ガラリ、その他関連製

品など 

 

A4 版 44 ページ オールカラー 

 

掲載点数     ： 1022 点 

新規取扱品数  ：  623 点 

掲載写真数    ：  460 点 

 

携帯サイト連携機能（QR コード） 

100％再生紙使用 

SoyInk(大豆油インク)使用 
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■端数（バラ）販売の割増価格について 

 

 

 小箱入数未満（端数販売）の場合、従来の端数割増率は一律30%UP（小

箱入単価の1.3倍）でしたが、本カタログには割増率が30%以下の製品も掲

載されています（1.0倍/割増なし～1.3倍まで）。割増価格は製品ごとに異

なりますので、弊社までご確認頂きますよう、お願いいたします。 

 

 また、インターネット接続環境がある場合、「箱定価」と「バラ定価」が併記

された本カタログ専用の価格表PDFファイルが下記アドレスからダウンロー

ド可能です（無料）。合わせてご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※PDFファイルをご覧頂くには、Adobe社の Acrobat Reader が必要です（無料）。 

  http://www.adobe.com/jp/products/acrobat/readstep2.html 

 
 

 

 価格表PDFのダウンロードはこちら↓ 

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