
          
 
 

BIDOOR（ビドー）最新カタログ 
「襖・建具用品カタログ April.2009 issue」 

先行ダウンロード開始のご案内 
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「襖・建具用品カタログ April, 2009 issue」が本年 4 月下

旬に新しく発行されることとなりました。つきましては PDF 版カタログを弊社 WEB サイトよ

り先行ダウンロードを開始させていただきます（無料）。今回は本カタログ用の価格表を別

冊で発行することとなりました。PDF 版価格表も合わせてダウンロードが可能です。インタ

ーネットを接続できる環境にある方はこの機会に是非ともご覧ください。 

 

本カタログ PDF ダウンロード http://www.bidoor.co.jp/catalogue/09.html 

本価格表 PDF ダウンロード http://www.bidoor.co.jp/catalogue/09price.html 

 
 また、印刷カタログのご請求をされる場合、弊社 WEB サイト・モバイルサイトからお申し

込みいただくか、弊社まで FAX かメールでお申し込みください（書式自由：お申し込み団

体名・郵便番号・ご住所・お電話番号・ご担当者様名・ご希望部数を明記）。印刷カタログ

が完成しだい順次郵送させていただきます（媒体料・送料無料）。ただし発行部数に限り

がありますので、ご希望部数をすべてお渡しできない場合もあります。予めご了承頂きま

すよう、お願い申し上げます。 

 尚、今回のカタログ発行に伴いまして製品の端数価格を平成 21 年 5 月 1 日より改正さ

せていただきます。詳細は弊社までお問い合わせいただくか、本カタログ用 PDF 版価格

表か全製品価格表 PDF ファイル（http://www.bidoor.co.jp/catalogue/ 左メニュー）でご

確認いただけます。 
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 21 年 4 月 10 日 

ビドーニュース 2009 年 4 月号外   発行： 株式会社 ナガノ 
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■印刷カタログ名称： 

 

BIDOOR BEST SELLECTION（ビドーベストセレクション） 

襖・建具用品カタログ April, 2009 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」シリーズの第八弾となります。今回は、襖・建具などに使われる和風・

洋風のインテリア金物をまとめた見開き完結型の印刷カタログ。価格表を別冊でご

用意することによって、誌面スペースの有効活用を試みました。新製品も数多く掲

載されており、全写真点数の約 6 分の1を新製品で占めています。これ１冊で普及

品からデザイン製品までを網羅した、スタンダード・バイブル的カタログを目指して

います。 

 

 

■備考： 
 

※在庫管理を徹底し、品切れの起こらないように努力しておりますが、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。 

※印刷の都合上、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、寸法の単位は全てミリメートル（mm）です。 

※入数欄に★が付いている製品は箱単位での販売となります。 

※寸法の表記は、あくまでも参考標準寸法です。製品によって多少の誤差が

発生致します。実際の寸法は原物の採寸をお願いします。 

※製品の価格は別紙の価格表をご覧下さい。 

※カタログ内容は 2009 年 4 月現在のものです。 

※QR コード(r) は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

【仕様】 

 
A4 版 48 ページ オールカラー 

 

掲載点数      ： 1111 点 

掲載写真点数   ：  523 点 

新製品掲載点数 ：  162 点 

新製品写真点数 ：   92 点 

 

携帯サイト連携機能（QR コード） 

SoyInk(大豆油インク)使用 

 

  別冊価格表（A4 版 32 ページ モノクロ） 
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平成 21 年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PZ-667 エポック フォグホワイト 120 20 2450 3200 
PZ-667 エポック フォグホワイト 105 20 2200 2900 
PZ-668 エポック フォグピンク 120 20 2450 3200 
PZ-668 エポック フォグピンク 105 20 2200 2900 
PZ-669 エポック フォグクリーム 120 20 2450 3200 
PZ-669 エポック フォグクリーム 105 20 2200 2900 

 
■特 長： 建具用引手の人気製品エポックシリーズにニューカラーが登場です。「銀

（silver）」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」。従来のパールホワ

イトの淡い色彩と「霧（fog）」のかかったような上品な艶消しの光沢が、

「銀（silver）」本来の風合いと共に、新しい雰囲気を演出します。 

■材 質： ZDC/黄銅（底） 

■サイズ： （120） 外寸：120×42 裏寸：115×37 全高：13.5 表厚：1.5 

    ： （105） 外寸：105×38 裏寸：100×33 全高：12  表厚：2 

お得意先様各位 

新製品見積書 

平成 21 年 4 月 13 日 
     NO, 1 
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平成 21 年 5 月 7 日より実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PB-663 水雷戸引手 フォグホワイト 105 30 1250 1650 
PB-663 水雷戸引手 フォグホワイト 90 50 1050 1400 
PB-664 水雷戸引手 フォグピンク 105 30 1250 1650 
PB-664 水雷戸引手 フォグピンク 90 50 1050 1400 

 
■特 長： 建具用定番製品 水雷に乳白色が人気の「淡麗シリーズ」が登場です。「銀

（silver）」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」。「霧（fog）」のか

かったような上品な艶消しの光沢が、「銀（silver）」本来の風合いと共に、

新しい雰囲気を演出します。 

■材 質： 黄銅 

■サイズ： 105 外寸：105×45 裏寸：76×28 全高：9 表厚：1.5 

90 外寸： 90×35 裏寸：64×24 全高：8 表厚：1 

お得意先様各位 

新製品見積書

 平成 21 年 4 月 13 日 
    NO, ２ 

PB-663 PB-664 
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平成２１年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PB-673 平縁玉子 フォグホワイト 大 1 2000 ― 
PB-673 平縁玉子 フォグホワイト 中 1 1500 ― 

 
■特 長： 襖用定番製品 平縁玉子に乳白色が人気の「淡麗シリーズ」が登場です。

「銀（silver）」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」。「霧（fog）」

のかかったような上品な艶消しの光沢が、「銀（silver）」本来の風合いと

共に、新しい雰囲気を演出します。 

■材 質： 黄銅 

■サイズ： 大 外寸：76×64 裏寸：61×49 全高：9.5 表厚：3.5 

中 外寸：45×39 裏寸：38×30 全高：8  表厚：3 

■備 考： 1 個からの販売となります（端数価格と価格が同じ金額）。 

お得意先様各位 

新製品見積書

平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,３   
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平成 21 年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PB-769 内丸八角 フォグホワイト 大 40 2100 2750 
 
■特 長： 建具用定番製品 内丸八角に乳白色が人気の「淡麗シリーズ」が登場です。

「銀（silver）」の素地の輝きを再現した「フォグカラー」。「霧（fog）」

のかかったような上品な艶消しの光沢が、「銀（silver）」本来の風合いと

共に、新しい雰囲気を演出します。 

■材 質： 黄銅 

■サイズ： 外寸：114×41 裏寸：97×26 全高：11 表厚：1 

■備 考：  

 

お得意先様各位 

新製品見積書 

平成２１年４月１３日 
     NO,4  
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平成 21 年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PW-146 カシュー長方チリ角 黒 大 20 1500 1950 
PW-146 カシュー長方チリ角 黒 中 20 1500 1950 
PW-147 カシュー長方チリ角 茶 大 20 1500 1950 
PW-147 カシュー長方チリ角 茶 中 20 1500 1950 

 
■特 長： 伝統的な漆（うるし）仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し

仕様」こだわりました。通常の約 3 倍の塗装工程をかけることで、独特

の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る

材質を使用することにより、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージ

を演出できます。シリーズ製品「カシュー開用長者角」との併用が可能。 
■材 質： ファイタッシュ/カシューウルシ（※） 

■サイズ： 外寸：76×47 裏寸：71×41 全高：12 表厚：2.5 

■備 考： ※カシュー樹脂塗料のこと。ウルシ科のカシューの木の実（食用のカシューナッ

ト：Cashew）を原料としてつくられます。漆よりも安価で取り扱いが容易。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,5  

新取扱品見積書

PW-146 PW-147 
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平成２１年５月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PW-148 カシュー長方チリ角、木肌 大 20 1250 1650 
PW-148 カシュー長方チリ角、木肌 中 20 1250 1650 
PW-149 カシュー長方チリ角、春慶 大 20 1500 1900 
PW-149 カシュー長方チリ角、春慶 中 20 1500 1900 

 
■特 長： 伝統的な漆（うるし）仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し

仕様」こだわりました。通常の約 3 倍の塗装工程をかけることで、独特

の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る

材質を使用することにより、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージ

を演出できます。シリーズ製品「カシュー開用長者角」との併用が可能。 
■材 質： ファイタッシュ/カシューウルシ（※） 

■サイズ： 外寸：76×47 裏寸：71×41 全高：12 表厚：2.5 

■備 考： ※カシュー樹脂塗料のこと。ウルシ科のカシューの木の実（食用のカシューナッ

ト：Cashew）を原料としてつくられます。漆よりも安価で取り扱いが容易。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,6  

新取扱品見積書

PW-148 PW-149 
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 平成 21 年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

MW-56 カシュー開用長者角、黒 大 20 1700 2250 
MW-57 カシュー開用長者角、茶 大 20 1700 2250 

 
■特 長： 伝統的な漆（うるし）仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し

仕様」こだわりました。通常の約 3 倍の塗装工程をかけることで、独特

の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る

材質を使用しており、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージを演出

できます。シリーズ製品「カシュー長方チリ角」との併用が可能です。 
■材 質： ファイタッシュ/カシューウルシ（※） 

■サイズ： 外寸：76×47 裏寸：71×41 全高：12 表厚：2.5 

■備 考： ※カシュー樹脂塗料のこと。ウルシ科のカシューの木の実（食用のカシューナッ

ト：Cashew）を原料としてつくられます。漆よりも安価で取り扱いが容易。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,７  

新取扱品見積書

MW-57 MW-56 

ビドーニュース  2009 年 4 月号外  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/  



          
 
 
 

 
平成 21 年 5 月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

MW-58 カシュー開用長者角、木肌 大 20 1450 1900 
MW-59 カシュー開用長者角、春慶 大 20 1700 2250 

 
■特 長： 伝統的な漆（うるし）仕上げに近い色合いと上品さを兼ね備えた「艶消し

仕様」こだわりました。通常の約 3 倍の塗装工程をかけることで、独特

の膨らみと落ち着きのある質感を実現しています。あえて木目の浮き出る

材質を使用することにより、ちょっとお洒落でありながら自然なイメージ

を演出できます。シリーズ製品「カシュー長方チリ角」との併用が可能。 
■材 質： ファイタッシュ/カシューウルシ（※） 

■サイズ： 外寸：76×47 裏寸：71×41 全高：12 表厚：2.5 

■備 考： ※カシュー樹脂塗料のこと。ウルシ科のカシューの木の実（食用のカシューナッ

ト：Cashew）を原料としてつくられます。漆よりも安価で取り扱いが容易。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,８  

新取扱品見積書

MW-59 MW-58 
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 平成２１年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PZ-653 レリーフ 黒 75 20 ¥1,100- ¥1,450- 
PZ-654 レリーフ 茶 75 20 ¥1,100- ¥1,450- 
      
      

 
■特 長： 細縁（ふち）黄金比引手の「レリーフ」シリーズに襖の縁（ふち）に良く

合う黒と茶が登場です。黄金比とは人に美しさと調和感を与えると言われ

ている比率で、およそ１：1.62。シリーズカラー 全 4色。 

■材 質： ZDC 

■サイズ： 外寸 75×47、 裏寸 70×42、 全高 11、 表厚 1.5 

■備 考：  

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,9  

新取扱品見積書
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平成 21 年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

MW-33 開用月形 黒 大 20 820 1100 
 
■特 長： BIDOOR(ビドー)の新襖引手シリーズ：「クロモク（KUROMOKU）」の開用二寸

丸形襖引手。あえて木目の浮き出る素材を使用することで、自然な風合い

をたもちつつ上品で洒落たイメージの質感になりました。しっとりと収ま

りの良い「艶消しカラー」に仕上げています。同クロモクシリーズの PW-13 

木製カラス丸（黒塗装）とのマッチングに最適です。 

■材 質： ファイタッシュ （黒塗装） 

■サイズ： 外寸：65φ 裏寸：60φ 全高：15 表厚：3 

■備 考： 従来製品 中サイズあり（外寸：55φ 裏寸：48φ 全高：12 表厚：3） 

お得意先様各位 

新製品見積書

平成 21 年 4 月１３日 
     NO,10   
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平成 21 年 5 月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

MW-49 開用四方角 黒 大 20 820 1100 
 
■特 長： BIDOOR(ビドー)の新襖引手シリーズ：「クロモク（KUROMOKU）」の開用角形

襖引手。あえて木目の浮き出る素材を使用することで、自然な風合いをた

もちつつ上品で洒落たイメージの質感になりました。しっとりと収まりの

良い「艶消しカラー」に仕上げています。同クロモクシリーズの PW-29 木

製片チリ角（黒塗装）とのマッチングに最適です。 

■材 質： ファイタッシュ 

■サイズ： 外寸：65×65 裏寸：60×60 全高：15 表厚：2.5 

■備 考：  

お得意先様各位 

新製品見積書

平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,11   
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平成 21 年５月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

MW-45 開用四方角 （桑クリアー） 大 20 780 1050 
 
■特 長： 定番商品 開用桑角襖引手に今までの寸八サイズに加えて大（二寸：65

×65mm）サイズが登場です。覆輪（ふくりん/縁 ふち）が従来品より細

くなりました。シャープなイメージで同材質のチリ落角引手（弊社製品

PW-25 PW-325 など）とトータルコーディネートがしやすい製品です。 

■材 質： ファイタッシュ （桑クリアー塗装） 

■サイズ： 外寸：65×65 裏寸：60×60 全高：15 表厚：2.5 

■備 考： 従来製品 寸八サイズあり 

    外寸：59×59 裏寸：54×54 全高：15 表厚：4 

お得意先様各位 

新製品見積書

平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,12   

MW-45 

ビドーニュース  2009 年 4 月号外  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/  



          
 
 
 

      

平成 21 年 5 月 7 日より実施 
品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

HW-145 裏ビス式スリムアーチ取手 桑 大 20 900 1200 
HW-145 裏ビス式スリムアーチ取手 桑 小 30 850 1150 
HW-146 裏ビス式スリムアーチ取手 黒 大 20 950 1250 
HW-146 裏ビス式スリムアーチ取手 黒 小 30 900 1200 

 
■特 長： 軽量扉・襖用定番製品 裏ビス式スリムアーチシリーズにニューカラー、

桑色と黒（クロモクシリーズ）が登場です。ビス付。 

■材 質： ファイタッシュ 

■サイズ： （大）外寸：125×12.5 全高：27 ビスピッチ：92 

    （中）外寸：110×12  全高：27 ビスピッチ：76 

■備 考： 扉厚によってはビスの長さを変える必要があります。 

 ビスの受け金具（オニ目）を取手に埋込んでいますが、有効奥行きが 10m/m

になっています。10m/m 以上ビスを捻込むと取手が破損する場合がありま

すので、芯材の厚みとビスの長さをご確認下さい。

お得意先様各位 

新製品見積書

平成 21 年 5 月 7 日 
     NO,13   
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平成 21 年５月７日より実施 
品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

HW-295-S ハサミ止スリムアーチ取手 桑 大 20 1050 1400 
HW-295-S ハサミ止スリムアーチ取手 桑 小 30 980 1300 
HW-296-S ハサミ止スリムアーチ取手 黒 大 20 1100 1450 
HW-296-S ハサミ止スリムアーチ取手 黒 小 30 1050 1400 

 
■特 長： 軽量扉・襖用定番製品 ハサミ止スリムアーチシリーズにニューカラー、

桑色と黒（クロモクシリーズ）が登場です。裏ビス式ハサミ止プレート付。 

■材 質： ファイタッシュ 

■サイズ： （大）外寸：125×12.5 全高：27 ビスピッチ：92 

    （中）外寸：110×12  全高：27 ビスピッチ：76 

■備 考： 扉厚によってはビスの長さを変える必要があります。 

 ビスの受け金具（オニ目）を取手に埋込んでいますが、有効奥行きが 10m/m

になっています。10m/m 以上ビスを捻込むと取手が破損する場合がありま

すので、芯材の厚みとビスの長さをご確認下さい。

お得意先様各位 

新製品見積書

平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,14 
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平成 21 年５月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PF-219 二重丸、  ライトシルバー 大 50 260 340 
PF-219 二重丸、  ライトシルバー 中 50 240 320 
PF-250 平面遠州透、ライトシルバー 大 50 280 370 
PF-250 平面遠州透、ライトシルバー 中 50 260 340 

 
■特 長： 定番の横引金属引手にニューカラーの登場です。ほのかな香りのような淡

い色彩で一味違う上品さを演出できます。また、現代的なインテリアとの

マッチングにも最適です。同色の MF-34 取手丸、ライトシルバーと併用

してご使用いただけます。 

■材 質： 鉄（クロメートメッキ処理/サビ止め） 

■サイズ： PF-219 大 外寸：74φ 裏寸：50φ 全高：8    表厚：2.5 

      PF-219 中 外寸：50φ 裏寸：30φ 全高：7   表厚：2.5 

    PF-250 大 外寸：75φ 裏寸：50φ 全高：8    表厚：2.5 

    PF-250 中 外寸：50φ 裏寸：30φ 全高：7   表厚：2.5 

■備 考：  

 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,15  

新取扱品見積書
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 平成 21 年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

MF-34 取手丸、ライトシルバー 二寸 20 790 1050 
MF-34 取手丸、ライトシルバー 寸六 20 630 820 
MF-34 取手丸、ライトシルバー 一寸 30 630 820 

 
■特 長： 定番の開用金属引手にニューカラーの登場です。ほのかな香りのような淡

い色彩で一味違う上品さを演出できます。また、現代的なインテリアとの

マッチングにも最適です。同色の PF-250 平面遠州透 ライトシルバー、

PF-219 二重丸 ライトシルバーと併用してご使用いただけます。 

■材 質： 鉄、黄銅 

■サイズ： 二寸 外寸：71φ 裏寸：60φ 全高：14  表厚：2 

      寸六 外寸：61φ 裏寸：50φ 全高：14  表厚：2 

      一寸 外寸：38φ 裏寸：31φ 全高：13  表厚：2 

■備 考：  

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,16  

新取扱品見積書
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平成 21 年 5 月７日より 実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PF-334 黒嵐底黒 すずらん  大 50 240 320 
PF-334 黒嵐底黒 すずらん  中 50 210 280 
PF-335 茶嵐底茶 すずらん  大 50 240 320 
PF-335 茶嵐底茶 すずらん 中 50 210 280 

 
■特 長： 定番製品、すずらんのニューカラーが登場です。引手底に嵐塗装を施し、

鍔（ツバ）と同系色に仕上げました。 

■材 質： 鉄（クロメートメッキ処理/サビ止め） 

■サイズ： 大 外寸：75φ 裏寸：50φ 全高：8   表厚：2.5 

      中 外寸：50φ 裏寸：30φ 全高：7  表厚：2.5 

■備 考：  

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,17  

新取扱品見積書
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平成 21 年 5 月 7 より実施  

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PP-641 量産丸 ミルキーパール 大 50 190 250 
PP-641 量産丸 ミルキーパール 中 50 150 200 
PP-681 量産チリ角 ミルキーパール 大 50 210 280 
PP-681 量産チリ角 ミルキーパール 特中 50 160 210 
MP-41 月光 ミルキーパール 大 50 310 410 
MP-41 月光 ミルキーパール 中 50 280 370 

 
■特 長：高品質プラスティックに特殊表面処理を施した引手です。きめ細かいパール

粒子の輝きが、よりいっそう高級感を引き立てます。クロス地の戸襖や現代

的なインテリアとのマッチングにも最適です。  
■材 質：ABS 樹脂 

■丸 大（中） ：外寸 67φ（47φ）裏寸 60φ（43φ） 全高 7.5（8.5）表厚 2（2） 

 角 大（特中）：外寸 65（45）    裏寸 60（40）    全高 7.5（8.5） 表厚 1.5（2） 

 月光大（中） ：外寸 70φ（58φ）裏寸 60φ（49φ） 全高 18（16）  表厚 6（6） 

■備 考：引手を取付ける際に、同封の「遮光シート」（大サイズのみ）を引手と引手

の間に挟み、側面に接着剤をつけて取り付けてください。

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,18 

新取扱品見積書

PP-641 
PP-681 

ＭP-41 
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平成 21 年 5 月 7 日より実施  

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PP-651 量産丸 シルバーパール 大 50 190 250 
PP-651 量産丸 シルバーパール 中 50 150 190 
PP-691 量産チリ角 シルバーパール 大 50 210 280 
PP-691 量産チリ角 シルバーパール 特中 50 160 210 
MP-45 月光 シルバーパール 大 50 310 410 
MP-45 月光 シルバーパール 中 50 280 370 

 
■特 長：高品質プラスティックに特殊表面処理を施した引手です。きめ細かいパール

粒子の輝きが、よりいっそう高級感を引き立てます。クロス地の戸襖や現代

的なインテリアとのマッチングにも最適です。  
■材 質：ABS 樹脂 

■丸 大（中） ：外寸 67φ（47φ） 裏寸 60φ（43φ）全高 7.5（8.5） 表厚 2（2） 

 角 大（特中）：外寸 65（45）     裏寸 60（40）    全高 7.5（8.5） 表厚 1.5(2） 

 月光大（中） ：外寸 70φ（58φ） 裏寸 60φ（49φ）全高 18（16）   表厚 6（6） 

■備 考：引手を取付ける際に、同封の「遮光シート」（大サイズのみ）を引手と引手

の間に挟み、側面に接着剤をつけて取り付けてください。

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,１９ 

新取扱品見積書

PP-651 
PP-691 

ＭP-45 
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平成 21 年５月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PS-20 楓戸引手, シルバー 110 20 440 580 
  125 20 480 620 
  155 20 660 860 
PB-21 楓戸引手, SG 110 20 480 630 
  125 20 510 670 
  155 20 770 1050 
PS-26 楓戸引手, 鏡面 110 20 550 720 
  125 20 620 810 
  155 20 840 1100 

 
■特 長： 新型の長方形打出引手。スッキリしたデザインの上、安価。カラーバリエ

ーションは３色。使いやすいスリムビス付(ビス穴：2-φ2.5)。 

■材 質： PS-20・PS-26：SUS304（t0.6mm）  PB-21：黄銅(t0.5mm) 

■サイズ： 110：外寸 110×31.5  裏寸：100×19.5  全高：10.0 

      125：外寸 125×33.0  裏寸：114×20.5  全高：10.5 

      155：外寸 156×38.0  裏寸：145×24.5  全高：11.0 

お得意先様各位 

新製品見積書
平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,20   

PB-21 PS-20 PC-26
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平成 21 年５月７日より実施              

品番 品   名 カラー 入数 価格 端数価格 

PA-964 ロング引手スリム 2100mm B2 シルバー 60 2000 2250 
PA-964 ロング引手スリム 2500mm B2 シルバー 60 2350 2650 
PA-964-U1 ロング引手スリム用キャップ  グレイ 200 240 270 
PA-964-U2 ロング引手スリム用キャップ  クローム 200 350 400 

 
■特 長： 引戸正面に縦溝を堀って取り付ける引手金物です。ロング引手には 2 つの仕

様があります。①通し仕様：床から天井まで溝を掘り込んで取り付ける。②キャッ

プ仕様：エンドキャップとの併用により、本体を分割し、引手の長さを調節する。

詳細は別紙をご確認ください。 

■材 質： 本体：アルミ（A6063SS-T5）  キャップ：ABS 樹脂 

■サイズ： （L）2500×（W）32×（H）10.7,  (L）2100×（W）32×（H）10.7 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,２１  

新取扱品見積書
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平成 21 年５月７日より実施              

品番 品   名 カラー 入数 価格 端数価格 

PA-962 ロング引手ワイド 2100mm B2 シルバー 40 2400 2700 
PA-962 ロング引手ワイド 2500mm B2 シルバー 40 2800 3150 
PA-963 ロング引手ワイド 2100mm ｶﾗｰシルバー 40 2950 3350 
PA-963 ロング引手ワイド 2500mm ｶﾗｰシルバー 40 3450 3900 
PA-962-U1 ロング引手ワイド用キャップ グレイ 200 240 270 
PA-962-U2 ロング引手ワイド用キャップ クローム 200 350 400 
PA-962-U3 ロング引手ワイド用キャップ ベージュ 200 240 270 

 
■特 長： 引戸正面に縦溝を堀って取り付ける引手金物です。ロング引手には 2 つの仕

様があります。①通し仕様：床から天井まで溝を掘り込んで取り付ける。②キャ

ップ仕様：エンドキャップとの併用により、本体を分割し、引手の長さを調節する

（エンドキャップは B2、カラー兼用です）。詳細は別紙をご確認ください。 

■材 質： 本体：アルミ（A6063SS-T5）  キャップ：ABS 樹脂 

■サイズ： （L）2500×（W）32×（H）10.7,  (L）2100×（W）32×（H）10.7 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,22  

新取扱品見積書
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 平成 21 年 5 月 7 日より実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

HW-403-W ウッド O 型ハンドル  
鏡面/ソフトブラウン 25φ×300 1 4900 ― 

 
■特 長： ヒット商品「ウッド O型ハンドル」にニューカラーの登場です。落ち着い

たソフトブラウン色でインテリアのコーディネートの幅が広がりました。

対応扉厚 10～50mm（40mm 以上の場合は別ビス仕様） 

■材 質： ZDC/ビーチ 

■サイズ： 全長：300 ビスピッチ：280 全高：55 幅：25 

■備 考： ビス付。取手で扉を挟むように設置し、横ビスで全体を固定します。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,23  

新取扱品見積書
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平成 21 年５月７日より実施 
品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

RP-318 スライドアシスト タイプ A ― 1 11000 ― 
RP-318 スライドアシスト タイプ B ― 1 11000 ― 
RP-318 スライドアシスト タイプ C ― 1 11000 ― 

 
■特 長： 引戸をゆっくりと閉める為のクローザー金物。ロック棒（トリガーステ

ー）で引戸をしっかりキャッチ。後付式で取り付けカンタン！（詳細は

別紙をご確認下さい）。引戸タイプは選べる 3種類をご用意。１セット（本

体＋付属品）からの販売です。 

■材 質： 本体：ABS  トリガータイプ A、B : 鉄   トリガータイプ C : ZDC 

■サイズ： 本体：W325×H56×D28 

トリガータイプ A：W50.3×H25 ×D48.15 

トリガータイプ B：W50.3×H39.5×D48.15 

トリガータイプ C：W60 ×H116 ×D72 

■仕 様： 木製引戸専用  引戸の厚み：18mm 以上 引戸の重量：20Kg 以下/1 枚 

■備 考： ※過度に力を加えて閉められた時には、本体が機能しにくくなりますので

ご注意下さい。 

※引戸の構造上、取り付けできない場合もあります。タイプ別の対応引戸

サイズをご確認の上、設置するようにして下さい（別紙参照）。 

お得意先様各位 

新製品見積書
平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,24 

タイプC 

タイプA

タイプB

本体 

ビドーニュース  2009 年 4 月号外  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/  



 

 

 

 

 

 
 

�  

  
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  







          
 
 

 

平成２１年５月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 
一個当り

の価格 

RP-319 折戸ダンパー（10 個入） ― ★ 14000 1400 
 
■特 長： 折戸をゆっくりと閉める為のクローザー金物。扉裏面からのルーター溝１

本だけでカンタンに取付（別紙参照）。故障や消耗が極めて少ない、シン

プル構造。特許申請済み（PAT.P）。 

■材 質： 66 ナイロン/シリコンオイル 

■サイズ： 本体：W70×H45×D17  受座：W17×H17×D15 

■仕 様： 製品セットでの販売です：本体＋受座＋ビス 4 本 （トラス頭 3.5×20）。 

定格加重 ： 30kg/1 折戸 推奨扉厚 ： 25～30mm 

必要数量 ： 上下合わせて 2個（折戸一対に対して） 

※20～30Kg 程度の重量扉の場合：3個（取手用芯材あたりに 1箇所追加） 

■備 考： ★：入数（箱）単位でご購入ください（価格は１箱の値段）。 

※過度に力を加えて閉められた時には、本体が機能しにくくなりますので

ご注意ください。 

※セットのビスは25～30mm扉厚を想定していますが、材質・保持力を考慮

の上、決定して下さい。扉厚が薄い場合や木口加工状態によってはビス

が突き抜けてしまう場合があります。 

※ダンパーは絶対に引き出さないでください。構造上、故障やオイル漏れ

を起こすことがあります。 

お得意先様各位 
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平成 21 年 5 月 7 日より実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 
一個当り

の価格 

BS-101 ステンレス中厚丁番 HL（20 個入） 76 ★ 6000 300 
BS-101 ステンレス中厚丁番 HL（10 個入） 89 ★ 4750 475 
BS-102 ステンレス厚口丁番 HL（10 個入） 102 ★ 9750 975 

 
■特 長： 開閉がスムーズで消音タイプの定番丁番。厚口のリング入です。 

： BS-101（リング数：2） BS-102（リング数：4） 

■材 質： sus304 

■サイズ： 76×45×1（厚） 89×55.5×1.2（厚） 102×70×2.0（厚） 

■備 考： ★端数販売不可。入数（箱）単位でご購入ください（価格は１箱の値段）。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
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 平成 21 年 5 月 7 日より実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

TF-115 タッチビス CM クロメート(1300 入) 2.0×16 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス CM クロメート(1200 入) 2.0×19 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス CM クロメート(1100 入) 2.0×23 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス CM クロメート(1000 入) 2.0×27 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス CM クロメート(900 入) 2.0×32 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス CM クロメート(800 入) 2.0×36 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス CM クロメート(500 入) 2.0×42 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス CM クロメート(300 入) 2.0×50 ★ 3600 ― 

 
■特 長： 着脱簡単ビス。取り付ける時には金槌で打込み、取り外す時はドライバー

で回す。他にニッケル色と GB 色があります。 

■材 質： 鉄（クロメート/サビ止） 

■サイズ： 各サイズ参照  

■備 考： ★：入数（箱）単位でご購入ください（価格は１箱の値段）。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
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 平成２１年５月７日より実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

TF-115 タッチビス NI ニッケル(1300 入) 2.0×16 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス NI ニッケル(1200 入) 2.0×19 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス NI ニッケル(1100 入) 2.0×23 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス NI ニッケル(1000 入) 2.0×27 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス NI ニッケル(900 入) 2.0×32 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス NI ニッケル(800 入) 2.0×36 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス NI ニッケル(500 入) 2.0×42 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス NI ニッケル(300 入) 2.0×50 ★ 3600 ― 

 
■特 長： 着脱簡単ビス。取り付ける時には金槌で打ち、取り外す時はドライバーで

回す。他に CM クロメート色と GB 色があります。 

■材 質： 鉄（ニッケルメッキ） 

■サイズ： 各サイズ参照  
■備 考： ★：箱単位でご購入ください（価格は１箱の値段）。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
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 平成２１年５月７日より実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

TF-115 タッチビス GB (1300 入) 2.0×16 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス GB (1200 入) 2.0×19 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス GB (1100 入) 2.0×23 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス GB (1000 入) 2.0×27 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス GB (900 入) 2.0×32 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス GB (800 入) 2.0×36 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス GB (500 入) 2.0×42 ★ 3600 ― 
TF-115 タッチビス GB (300 入) 2.0×50 ★ 3600 ― 

 
■特 長： 着脱簡単ビス。取り付ける時には金槌で打ち、取り外す時はドライバーで

回す。他に CM クロメート色と GB 色があります。 

■材 質： 鉄（GB メッキ） 

■サイズ： 各サイズ参照  
■備 考： ★：箱単位でご購入ください（価格は１箱の値段）。 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
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平成２１年５月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 
一個当り

の価格 

RM-187 
マグネットドアストッパー、 

ゴールド（10 個入） 
― ★ 14000 1400 

RM-188 
マグネットドアストッパー、 

シルバー（10 個入） 
― ★ 14000 1400 

 
■特 長： ストッパー付きの安価なマグネット戸当り。ネオジウム磁石の採用により

強い磁力で扉を仮固定できます。取り付けが簡単な面付けタイプ。プレー

トは 3mm の薄型設計。カラーバリエーションは豊富な 4色。ビス付。 

■材 質： ZDC/軟質樹脂 

■サイズ： 本体外寸：H39×W54×D33 プレート外寸：50φ×3 

■備 考： ★：端数販売不可（価格は１箱の値段です） 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
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平成 21 年 5 月 7 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 
一個当り

の価格 

RM-189 
マグネットドアストッパー、 

ホワイト（10 個入） 
― ★ 14000 1400 

RM-190 
マグネットドアストッパー、 

ブラック（10 個入） 
― ★ 14000 1400 

 
■特 長： ストッパー付きの安価なマグネット戸当り。ネオジウム磁石の採用により

強い磁力で扉を仮固定できます。取り付けが簡単な面付けタイプ。プレー

トは 3mm の薄型設計。カラーバリエーションは豊富な 4色。ビス付。 

■材 質： ZDC/軟質樹脂 

■サイズ： 本体外寸：H39×W54×D33 プレート外寸：50φ×3 

■備 考： ★：端数販売不可（価格は１箱の値段です） 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
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平成２１年５月７日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 
一本当り

の価格 

HZ-320 スマート富士取手、ツヤケシ黒（50 個入） 小 ★ 11300 226 
HZ-320 スマート富士取手、ツヤケシ黒（50 個入） 小々 ★ 10000 200 

 
■特 長： 定番製品「スマート富士」のニューカラーが登場です。表面処理は不良率

の少ない焼付け塗装仕上げ。艶消黒の美しい製品になりました。取り付け

ビス付（小：3.1×20 丸皿木 小々：2.7×16 丸皿木）。 

■材 質： ZDC 

■サイズ： 小  全長：108 幅：9.5 全高：19  ピッチ（足巾）：96 

      小々 全長： 93 幅：8.5 全高：16.5 ピッチ（足巾）：80 

■備 考： ★：端数販売不可（価格は１箱の値段です） 

お得意先様各位 平成 21 年 4 月 13 日 
     NO,32 
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