
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2011 年 10 月号  ビドーニュース  

１ Products  製品 

２ Report   お知らせ 

３ Information 情報 

カシュースリムアーチ取手柿渋色（新製品） 
カシュー引手開用長者角 栗色 （新製品） 
カシュー長方チリ角 柿渋色  （新製品）  

最新定価表のご案内 
リスタート戸車 廃盤のお知らせ 
冬のセール販売のご案内 

 

   

  

 

ビドーニュース  2011 年 10 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/  



          
 

 
平成２３年１０月１４日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

HW-242 カシュースリムアーチ取手 栗色 大 20 1850 2250 
HW-242 カシュースリムアーチ取手 栗色 小 20 1700 2050 
HW-244 カシュースリムアーチ取手  柿渋 大 20 1850 2250 
HW-244 カシュースリムアーチ取手 柿渋  小 20 1700 2050 
HW-246 カシュースリムアーチ取手 春慶 大 20 1850 2250 
HW-246 カシュースリムアーチ取手 春慶 小 20 1700 2050 
HW-247 カシュースリムアーチ取手 茶 大 20 1850 2250 
HW-247 カシュースリムアーチ取手 茶 小 20 1700 2050 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

■特 長： カシューシリーズに軽量扉用取手（スリムアーチ：裏ビス式）が登場です。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。 

■材 質： ファイタッシュ（本体）/カシューウルシ（塗装） 

■サイズ： 大 外寸：125×12.5㎜ ビスピッチ：92㎜ 全高：27㎜  付属ビス：M4×25㎜ 

小 外寸：110×12㎜ ビスピッチ：76㎜ 全高：27㎜  付属ビス：M4×25㎜ 

■備 考： 扉厚によってはビスの長さを変更する必要があります。本製品はビスの受け金具（オニ目）を取手

足部に埋め込んでいますが、有効奥行きが10㎜となっています。10㎜以上ビスを捻じ込むと取手

が破損する場合がありますので、取り付ける前に芯材の厚みとビスの長さをご確認ください。 

お得意先様各位 
新製品見積書

 平成 23 年９月 22 日  

     NO, 1  

HW-246 春慶 
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HW-247 茶 

HW-242 栗色 
HW-244 柿渋 



          
 

 
２３年１０月１４日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

MW-34 カシュー開用月形 柿渋 大 20 1850 2250 
MW-34 カシュー開用月形 柿渋 中 20 1600 1950 
MW-44 カシュー開用四方角 柿渋 大 20 2000 2400 
MW-44 カシュー開用四方角 柿渋 中 20 1650 2000 
PW-304 カシュー和襖二寸丸 柿渋 大 20 1500 1800 
PW-304 カシュー和襖二寸丸 柿渋 中 20 1050 1300 
PW-324 カシュー和襖片チリ角 柿渋 大 20 1650 2000 
PW-324 カシュー和襖片チリ角 柿渋 中 20 1300 1600 

 
 
 
 
 
 
 
 

■特 長： カシューシリーズに柿渋色が登場です。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。 

■材 質： ファイタッシュ（本体）/カシューウルシ（塗装） 
■サイズ： 開用月形 大（中）外寸：65(55)φ 裏寸：60(48)φ 全高：15 (12)表厚：3(3) 
 開用四方角 大（中）外寸：65(48)□ 裏寸：60(42)□ 全高：15(12.5) 表厚：2.5(2.5) 
 和襖二寸丸 大（中）外寸：66(48)φ 裏寸：60(43)φ 全高：9(7.5) 表厚：2(2) 
 和襖片チリ角 大〈中〉外寸：65(45)□ 裏寸：60(40)□ 全高：9(7.5) 表厚：2(2) 

お得意先様各位 
新製品見積書

平成 23 年 9 月 22 日 
     NO, ２ 

ＭＷ-34 開用月形 
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PＷ-304 和襖二寸丸 

PW-324 和襖片チリ角 ＭＷ-44 開用四方角 



 
 

 
平成 23 年 10 月 14 日より実施 

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

MW-54 カシュー開用長者角 柿渋 大 20 1750 2100 
MW-54 カシュー開用長者角 柿渋 中 20 1650 2000 
PW-144 カシュー長方チリ角 柿渋 大 20 1550 1900 
PW-144 カシュー長方チリ角 柿渋 中 20 1300 1600 
MW-53 カシュー開用長者角 栗色  大 20 1750 2100 
MW-53 カシュー開用長者角 栗色  中 20 1650 2000 
PW-143 カシュー長方チリ角 栗色 大 20 1550 1900 
PW-143 カシュー長方チリ角 栗色 中 20 1300 1600 

 
 
 
 
 
 
 
 

■特 長： カシューシリーズに柿渋色・栗色が登場です。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。 

■材 質： ファイタッシュ（本体）/カシューウルシ（塗装） 
■サイズ： 長方チリ角大外寸：76×47 裏寸：71×41 全高：9 表厚：2 
 長方チリ角中外寸：47×30 裏寸：42×25 全高：9 表厚：2 
           開用長者角大外寸：76×47  裏寸：71×41 全高：12 表厚：2.5 
           開用長者角中外寸：55.5×41 裏寸：50×30.5 全高:12 表厚：3 

お得意先様各位 
新製品見積書

平成 23 年 9 月 22 日 
     NO, 3 
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PW-143  
長方チリ角 
栗色 

PW-144  
長方チリ角 
柿渋 MW-53  

開用長者角 
栗色 

MW-54  
開用長者角

柿渋 



          
 
 
 
 
 

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、ご存知のとおり最近の諸経費、諸材料費の高騰に伴い弊社製品の

生産コストも高騰し、現在の販売価格を維持することは困難な状況となってま

いりました。 

つきましては、まことに不本意ながら、平成２３年１１月１日納品分から弊社

真鍮・ステンレス製品の一部の価格を変更させていただきたく、お願い申し上

げます。 
今回の価格改正の詳細といたしまして、「20１１年１１月度 製品価格改正

表」を別紙で作成させていただきました。ご要望の方は弊社までお問い

合わせ頂くか、弊社 WEB サイト「ビドーニュース PDF 版 2011 年 9 月

号」にて「20１１年１１月度 製品価格改正表」を公開させていただきます。

ご自由にご活用ください。 
http://www.bidoor.co.jp/news/view/1109.pdf 

 
合わせて、「製品カタログ」ページの各カタログ PDF ファイルおよび

各製品価格表 PDF ファイルの改正版も近日中に公開させていただきま

す。インターネット接続が可能な方はそちらも合わせてご利用ください。 
http://www.bidoor.co.jp/catalogue/09price.html 

 
お客さまには不利益をもたらすこととなり、まことに申しわけございませんが、

多方面でのサービス向上に努める所存でございます。 

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 

 

お得意先様各位 平成 23 年 10 月 13 日 
     NO,４  

弊社真鍮・ステンレス製品価格改正のお願い 
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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、下記の製品（現在、弊社カタログに記載中）につきまして、諸

種の事情により、在庫による販売を中止さていただきたくことになりま

した。取り急ぎ、ご報告させていただきます。永年のご利用有難うござ

いました。 

記 

  実施日：平成２３年１０月１５日より  （総=総合カタログ、集=集合住宅用カタログ） 
                                              

以上 
BIDOOR(ビドー)製品についてのご質問はお気軽にご連絡ください。 

敬具 
 

品 番 品  名 色 サイズ 記載頁 

FZ-61 菱座額受 黒 全サイズ 総 202 

CM-37 ミサイル S キャッチ 黒 43 総 232 

CM-38 ミサイル W キャッチ 黒 75 総 232 

RP-166 リスタートＡ戸車 丸 全サイズ 集 44 

RP-167 リスタートＡ戸車 平 全サイズ 集 44 

RP-168 リスタート B 戸車 丸 全サイズ 集 44 

RP-169 リスタート B 戸車 平 全サイズ 集 44 

お得意先様各位 平成２３年１０月３日 
     NO, ５ 

在庫販売中止製品のご案内 
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ビドー最新価格表のご案内 
 

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、このたび弊社「襖・建具用品カタログ（通称：藤色カタログ）」の「価格表 2011

年度版」を発行させていただくこととなりましたので、ご案内申し上げます。藤色カタロ

グともども、是非ともご活用、ご拡売いただきます様お願いいたします。 

尚、本印刷価格表と同じ仕様の PDF 版価格表は弊社 WEB サイトより無料ダウンロ

ード可能です。パソコン用のデータとしてご自由にご活用ください。 

 

2011年度版価格表PDF 無料ダウンロード   

http://www.bidoor.co.jp/catalogue/09price.html 

 

また、本印刷価格表を複数冊ご入用の場合は、下記お申込書に必要事項をご記入

の上、FAX でご返信ください（WEB サイトからもお申し込みいただけます）。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。 

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

 お申込社名 ： 

 ご担当者名 ： 

 ご希望部数 ： 

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。 

今後ともより一層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 

 
 

お客様各位 

インテリア金物 BIDOOR（ビドー） 株式会社 ナガノ 〒537-0014  大阪市東成区大今里西 1-25-4  
TEL(代)：（06）6972-3824   FAX（代）：（06）6974-3865   メール info@bidoor.co.jp  

 WEB サイト http://www.bidoor.co.jp/  モバイルサイト http://www.bidoor.co.jp/mobile/ 
 

平成 23 年 10 月 13 日 



          
 
 
 
 

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、2011 年 冬の特別企画として、

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 2011 
内容： 大サイズ 500 個以上のご購入に付き 10％割引 

      対象： 下記 16 商品 
期間： 平成 23 年 11 月 1 日～平成 23 年 12 月 22 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） 
       ※納品後の返品・交換・取替えはご遠慮いただいています。 

 
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、販促用チラシ・印刷カタログ・価格表などのご希望の方は必要部数を弊社までご

連絡下さい。無料で進呈いたします。 

 

お得意先様各位 平成 23 年 10 月 14 日 
     NO, ７ 

株式会社ナガノ 2011 年冬の特別企画 

ビドー襖引手 期間限定セール 2011 
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品 番 品   名 価 格 

PF-220 二重丸、黒 200 円 

PF-224 二重丸、クリーム 220 円 

PF-226 平面二重丸、黒 240 円 

PF-240 平面遠州透、GB 500 円 

PF-245 平面遠州透、茶 220 円 

PF-250 平面遠州透、ライトシル

バー 

280 円 

PF-333 すずらん、寸六茶 200 円 

PF-335 すずらん、茶嵐底 240 円 

品 番 品   名 価 格 

PF-219 二重丸、ライトシルバー 260 円 

PF-221 二重丸、茶 200 円 

PF-229 二重丸、ブロンド 230 円 

PF-227 平面二重丸、ウルミ 240 円 

PF-244 平面遠州透、黒 220 円 

PF-249 平面遠州透、ブロンド 240 円 

PF-332 すずらん、寸六黒 200 円 

PF-334 すずらん、黒嵐底 240 円 


