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ボンド（新取扱品） 

ビドー襖引手セール続行中 
ビドーパルのご案内 
ジャパンホームショー 

8 月住宅着工 38.3%減 
ビドー襖引手セール（インテリアタイムス社） 
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21 年 10 月 15 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価 格 
一個当り

の価格 

AO-206 ボンド KE-60      1kg 入  ★ 3950 ― 
AO-206 ボンド KE-60    15kg 入  ★ 35000 ― 

 
■特 長： 水分の含有がない樹脂用材形接着剤。紙、布、木材、発泡スチロールなど

広範囲の材質に使用できます（ゴム、ビニル、ポリエチレン等には接着し

ません）。安価で比較的粘性も低く、木製引手の接着に最適です。 

■主成分： 酢酸ビニル樹脂  ■主溶剤 ： メタノール 

■サイズ： １ｋｇ入  15ｋｇ入 

■備 考： 発泡スチロール材に使用しても変形しません。 
      ★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 

新取扱品見積書 

平成２１年１０月１５日 
     NO, 1  

AO-206 1kg入
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拝啓 
 貴社ますますご清祥のことと存じます。平素は弊社ブランド BIDOOR（ビドー）に格別

のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、この度弊社では日頃のご愛顧に感謝を込めて、2009 年 秋の特別企画として、

下記の通りビドー襖引手期間限定セールをさせていただくことになりました。 

記 

名称： 「ビドー襖引手 期間限定セール」 
   内容： 下記①か②の条件でセール上代（10～30%の割引）にて販売。 
   

①対象商品（別紙チラシご参照）の合計が「通常上代」で 10 万円

以上のご注文の場合（各サイズ含む） 

 

②対象商品（別紙チラシご参照）ごとに決められた「規定数量」以

上のお買い上げの場合 

 
期間： 平成 21 年 9 月 14 日～平成 21 年 11 月 20 日まで 
資格： 弊社月極契約済お得意様 

   申込： 通常のご注文方法（割引計算は弊社にて換算いたします） 
以上 

 
また、このセールの先着申し込み 30 名様にビール券 5 枚を贈呈させていただく副

賞も用意しております。ぜひこの機会にご購入をご検討ください。 
 尚、チラシのご希望の方は必要部数を弊社までご連絡下さい。 
チラシをお送りさせていただきます。 

 
 

お得意先様各位 平成 21年 9月 11日 
     NO, 2 

株式会社ナガノ ２００９年秋の特別企画 

ビドー襖引手 期間限定セール 
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お得意先様各位 
                                    平成 21 年 10 月 15 日 
                                 ＮＯ．3 
 

ビドーパルのご案内 

 
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）」に格

別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。 

さて、弊社は新しい販売専門 WEB サイト「ビドーパル」を 11 月より開設いたします。 

平成 14 年にショッピングサイトの「BIDOOR（ビドー）」WEB サイトを立ち上げましたが

「ブランドメーカーと商品販売のコンテンツが混在していること」についての質問が増え

てきたため、このたび販売関連のコンテンツを分離させ、新しい販売専門WEBサイト「ビ

ドーパル」を立ち上げることといたしました。また同時に、自社ブランド以外にも取扱商品

数を増やすことで「ビドーパル」の充実を図って参りたいと思っております。 

「BIDOOR（ビドー）」WEB サイトでの商品販売は「ビドーパル」開設後もしばらくの間

は継続しますが、時期を見て「ビドーパル」に販売業務を移行する形となります。 

「新しい「ビドーパル」のアドレスは以下のとおりです。 

 

記 

 

http://www.bidoorpal.com/ 

以上 

 

「BIDOOR（ビドー）」ならびに「ビドーパル」を今後ともよろしくお願いいたします。 

 
                                                   敬具  
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第 31 回 JapanHome＋BuildingShow 
ジャパンホームショーご案内 

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、弊社は上記ジャパンホームショー（東京ビッグサイト）の展示会【詳細は別紙】に

参加することになりました。今回の展示会開催には新製品や趣向を凝らした展示など、多

数の新しい試みをしております。もし、お時間がありましたら弊社ブースへお立ち寄りくだ

さい。皆様のお越しを心よりお待ち申しあげております。 

また、無料招待状をご用意させていただきました。ご希望の方は本案内状下欄の必要

事項をご記入の上、FAXで弊社までご請求ください。（数量に限りがありますのでなくなっ

た場合はご容赦ください。）尚、ジャパンホームショーのホームページからご来場の事前

登録をしていただくと、無料で入場でき、入場受付もスムーズに行えます。合わせてご検

討ください。詳しくは下記 WEB サイトにてご確認いただけます。 

 

■Japan home show WEB サイト： http://www.jma.or.jp/jhbs  

      TOP ページ→来場者事前登録ボタンをクリック→必要事項を記入 

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

 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（            ） 

 

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 10 月 13 日 
     NO, 4 
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2009 年（平成 21 年）10 月 5 日（月曜日）住宅資材新聞 掲載 
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2009 年（平成 21 年）９月 30 日（水曜日）インテリアタイムス 掲載 
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