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平成 24 年 4 月 1 日より実施 

 
 
 
 

品番 品   名 入数 旧価格 旧端数価格 総 集 09 量 BN 新価格 新端数価格

RM-64 MG マグネットキャッチャーゴールド 20 760 990  40 43   830 1100 

RM-65 MG マグネットキャッチャーシルバー 20 760 990  40 43   830 1100 

RM-66 MG マグネットキャッチャーブラウン 20 760 990  40 43   830 1100 

RM-69 マグネ戸当り  ブラック 20 550 720     11.4 660 860 

RM-70 マグネ戸当り  ホワイト           20 550 720   43   660 860 

RM-71 マグネ戸当り  マーブル  20 550 720   43   660 860 

RM-72 マグネ戸当り  ベージュ 20 550 720  40 43   660 860 

RM-73 マグネ戸当り  シルバー 20 550 720  40 43   660 860 

RM-74 マグネ戸当り  アンバー 20 550 720  40 43   660 860 

            

            

            

            

            

            

価格改正見積書案 お得意先様各位 平成 24 年 3 月 13 日

NO,   １ 

※入数に★マークの付いている製品の価格は、1 箱あたりの価格です。 

※掲載メディア（総＝総合カタログ 集＝集合カタログ 09＝襖・建具用品カタログ 量＝量産カタログ BN＝ビドーニュース） 
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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、弊社総合カタログに記載中）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 24 年３月１３日より  （ 総＝総合カタログ 集＝集合カタログ 09＝襖・建

具用品カタログ 量＝量産カタログ BN＝ビドーニュース）                                     

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 

PC-27 葵戸引手 古美 ６６ 集―９、０９－３０、総―５３ 

     

     

     

     

     

     

お得意先様各位 平成 24 年 3 月 13 日 
  NO, ２ 

在庫販売中止製品のご案内 
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お得意様各位 様  平成 24 年 3 月 12 日 

 
拝啓 

貴社ますますご清祥のことと存じます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、この

度弊社はスプルースシリーズ(襖用引手、空気抜など)を品質向上の為、新しい色に仕様変更いたします。

各方面の皆様方には何かとご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。 

また、今回の仕様変更に伴いまして、旧カラー製品の無料交換サービスも同時に実行させていただき

ます。該当される方は FAX で弊社までご連絡ください。 

 

◆仕様変更内容 

対象製品：  下記参照  

変更内容：  カラーの変更（濃オレンジ→薄オレンジへの改善） 

変更予定：  新カラーでの販売開始 平成 24 年 4 月 

※旧カラー製品は在庫なくなり次第、廃止（別注は可能） 

◆旧カラー製品の無料交換サービス 

対 象： 本シリーズを以前に弊社からご購入いただいたお客様 

内 容： 貴社在庫の旧カラー（未使用品）を新カラーに無料交換（送料弊社負）。 

応 募：      下記返信用FAX欄に必要事項をご記入いただき、5月末までにご連絡くださ

い。弊社営業担当より改めてご案内させいただきます。  

             
――――――  返信用ＦＡＸ欄 （ＦＡＸ０６－６９７４－３８６５）―――――― 

旧カラーの交換をお願いします。 
対象製品 品 名 サイズ 交換希望 

PP-637 木目量産丸 スプルース 大 個 

  木目量産丸 スプルース 中 個 

PP-137 木目丸 スプルース 大 個 

  木目丸 スプルース 中 個 

PP-675 量産チリ角 スプルース 大 個 

  量産チリ角 スプルース 中 個 

PP-177 プラスチリ角 スプルース 大 個 

  プラスチリ角 スプルース 中 個 

GP-15 角型空気抜 スプルース 74 個 

  角型空気抜 スプルース 44 個 

貴社名：                                         

ご担当者名：                                     

ご連絡 TEL：                                     
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