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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、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、本年５月１日納品分から弊社製品の

価格を変更させていただきたく、お願い申し上げます。今回は、鉄製襖引手

の普及品と木製襖引手・取手、ならびに各商品の端数価格を中心に改正をさ

せていただく予定です。 

現在、最終価格の調整をしておりますが、取り急ぎ、「BIDOOR(ビドー)価格

改正表（一部抜粋版）」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きますよう、お願い申し上げます。 
また、今回の価格改正に伴いまして「襖・建具用品カタログ価格表 

May, 2013 issue」の印刷を準備しております。完成しだい、お知らせい

たします。今しばらくお待ちいただきますよう、お願い申し上げます。 
また、弊社 WEB サイトの「ビドーニュース」ページにて「BIDOOR(ビ

ドー)価格改正表（一部抜粋版）」を公開させていただきます。最終調整

が終わりしだい、「襖・建具用品カタログ価格表 May, 2013 issue」の

PDF ファイルおよび各製品価格表 PDF ファイルの改正版も公開させて

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。 
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 25 年 3 月 13 日 
     NO,1 

弊社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、弊社襖・建具用品カタログに記載中）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２５年３月５日より                                              

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 販売単位、サイズ 記載頁 

RP-405 下穴式上下調整スベリ 乳白 梱、箱 集＝１３、 
０９＝４７ 

     

     

     

     

     

     

お得意先様各位 平成２５年２月５日 
     NO,2 

在庫販売中止製品のご案内 
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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、弊社カタログ上『09 カタログ』におきまして、表記の表記間違

いがありました。下記の通り、訂正させていただきます。 

変更がありました。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す。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。 
何卒宜しくお願い申し上げます。 

                                    敬具 
 
 

品 番 品  名 前 正 記載頁 

GP-60 ドア用ガラリ 入数 20 組 入数 40 組 45 

GP-61 ドア用ガラリ 入数 20 組 入数 40 組 45 

     

     

     

     

     

     

     

     

お得意先様各位 平成２５年２月２１日 
     NO,3 

訂正のご案内 

ビドーニュース  2013 年 3 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/  



■BIDOOR（ビドー）　価格改正表（一部抜粋版）
　平成25年5月1日より実施

1/8

　バラ 　箱

品名・品番 種別 箱入数 旧上代 新上代 旧上代 新上代

MF-32 取手丸引手 古美 一寸 30 \660 \690 \505 \510

MF-32 取手丸引手 古美 二寸 20 \930 \990 \715 \730

MF-32 取手丸引手 古美 寸六 20 \750 \800 \575 \590

MF-33 取手丸引手 GB 一寸 30 \660 \690 \505 \510

MF-33 取手丸引手 GB 二寸 20 \930 \990 \715 \730

MF-33 取手丸引手 GB 寸六 20 \750 \800 \575 \590

MF-34 取手丸引手 ライトシルバー 寸六 20 \1,050 \1,100 \790 \790

MF-34 取手丸引手 ライトシルバー 二寸 20 \820 \860 \630 \630

MF-34 取手丸引手 ライトシルバー 一寸 30 \820 \860 \630 \630

MW-138 浅型開用月形 モミジ 大 20 \980 \1,050 \750 \800

MW-138 浅型開用月形 モミジ 中 20 \910 \1,050 \700 \750

MW-33 開用月形 黒 中 20 \910 \1,050 \700 \750

MW-33 開用月形 黒 大 20 \1,100 \1,150 \820 \870

MW-35 開用月形 桑クリアー 大 20 \980 \1,050 \750 \800

MW-35 開用月形 桑クリアー 中 20 \910 \1,050 \700 \750

MW-38 開用月形 モミジ 大 20 \980 \1,050 \750 \800

MW-38 開用月形 モミジ 中 20 \910 \1,050 \700 \750

MW-40 堀込フラット四角 ナラ 60mm 20 \720 \750 \550 \550

MW-45 開用四方角 桑クリアー 寸八 20 \980 \1,050 \750 \800

MW-45 開用四方角 桑クリアー 大 20 \1,050 \1,100 \780 \830

MW-48 開用四方角 モミジ 大 20 \980 \1,050 \750 \800

MW-48 開用四方角 モミジ 中 20 \910 \1,050 \700 \750

MW-64 開用長者角 白木 大 20 \980 \1,050 \750 \800

MW-68 開用長者角 クリアー 大 20 \1,050 \1,150 \800 \850

MW-84 ファインルーター 生地 120mm 20 \860 \950 \660 \700

MW-84 ファインルーター 生地 100mm 20 \760 \840 \580 \620

PB-147 ルーキー丸 ネイビ古美 大 50 \620 \660 \440 \440

PB-147 ルーキー丸 ネイビ古美 中 50 \550 \590 \390 \390

PB-148 ルーキー丸 GB 大 50 \590 \630 \420 \420

PB-148 ルーキー丸 GB 中 50 \550 \590 \390 \390

PB-418 ウッディ二寸丸 メープルカラー 大 50 \930 \960 \710 \710

PB-418 ウッディ二寸丸 メープルカラー 中 50 \880 \910 \670 \670

PB-441 花道四方角 パールホワイト 大 50 \950 \990 \730 \730

PB-441 花道四方角 パールホワイト 中 50 \860 \900 \660 \660

PB-442 花道四方角 パールピンク 大 50 \950 \990 \730 \730

PB-442 花道四方角 パールピンク 中 50 \860 \900 \660 \660

PB-443 花道四方角 パールクリーム 大 50 \950 \990 \730 \730

PB-443 花道四方角 パールクリーム 中 50 \860 \900 \660 \660

PB-444 花道四方角 パールレモン 大 50 \950 \990 \730 \730

PB-444 花道四方角 パールレモン 中 50 \860 \900 \660 \660

PB-448 ウッディ四方角 メープルカラー 大 50 \860 \900 \660 \660

PB-448 ウッディ四方角 メープルカラー 中 50 \820 \860 \630 \630

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト 105mm 30 \690 \690 \530 \510

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト 90mm 30 \650 \680 \495 \500

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト 75mm 30 \520 \680 \400 \500

PB-552 平面長角戸引手 ホワイト 60mm 30 \500 \680 \380 \500

PB-553 平面長角戸引手 アンバー 105mm 30 \690 \720 \530 \530

PB-553 平面長角戸引手 アンバー 90mm 30 \650 \680 \495 \500

PB-553 平面長角戸引手 アンバー 75mm 30 \520 \680 \400 \500

PB-553 平面長角戸引手 アンバー 60mm 30 \500 \680 \380 \500

PB-554 平面長角戸引手 GB 105mm 30 \760 \800 \585 \590

PB-554 平面長角戸引手 GB 90mm 30 \720 \750 \550 \550

PB-554 平面長角戸引手 GB 75mm 30 \520 \750 \400 \550

PB-554 平面長角戸引手 GB 60mm 30 \500 \750 \380 \550

PB-555 平面長角戸引手 赤銅 105mm 30 \760 \800 \585 \590
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　バラ 　箱

品名・品番 種別 箱入数 旧上代 新上代 旧上代 新上代

PB-555 平面長角戸引手 赤銅 90mm 30 \720 \750 \550 \550

PB-555 平面長角戸引手 赤銅 75mm 30 \520 \750 \400 \550

PB-555 平面長角戸引手 赤銅 60mm 30 \500 \750 \380 \550

PB-556 平面長角戸引手 SG 105mm 30 \760 \720 \585 \530

PB-556 平面長角戸引手 SG 90mm 30 \720 \680 \550 \500

PB-556 平面長角戸引手 SG 75mm 30 \520 \680 \400 \500

PB-556 平面長角戸引手 SG 60mm 30 \500 \680 \380 \500

PB-632 桜透 古美 大 30 \2,150 \2,250 \1,760 \1,800

PB-632 桜透 古美 中 30 \830 \870 \635 \640

PB-763 内丸八角 銀古仙徳 大 40 \1,650 \2,150 \1,370 \1,700

PB-764 内丸八角 オール古美 大 40 \1,650 \2,150 \1,370 \1,700

PB-765 内丸八角 オール仙徳 大 40 \1,650 \1,750 \1,370 \1,400

PB-765 内丸八角 オール仙徳 中 40 \780 \810 \600 \600

PB-766 内丸八角 銅古美 大 40 \1,450 \2,150 \1,200 \1,700

PB-766 内丸八角 銅古美 中 40 \720 \750 \550 \550

PB-767 内丸八角 古美仙徳 大 40 \1,450 \2,000 \1,200 \1,600

PB-767 内丸八角 古美仙徳 中 40 \720 \750 \550 \550

PB-768 内丸八角 ホワイト 中 40 \720 \750 \550 \550

PB-769 内丸八角 フォグホワイト 大 40 \2,550 \2,700 \2,100 \2,150

PC-25 葵戸引手 ホワイト 105mm 50 \360 \410 \255 \260

PC-25 葵戸引手 ホワイト 90mm 50 \310 \350 \220 \220

PC-25 葵戸引手 ホワイト 75mm 100 \290 \310 \205 \200

PC-25 葵戸引手 ホワイト 66mm 100 \260 \310 \185 \190

PC-26 葵戸引手 GB 105mm 50 \360 \410 \255 \260

PC-26 葵戸引手 GB 90mm 50 \310 \350 \220 \220

PC-26 葵戸引手 GB 75mm 100 \290 \310 \205 \200

PC-26 葵戸引手 GB 66mm 100 \260 \310 \185 \190

PC-27 葵戸引手 古美 105mm 50 \360 \410 \255 \260

PC-27 葵戸引手 古美 90mm 50 \310 \350 \220 \220

PC-27 葵戸引手 古美 75mm 100 \290 \310 \205 \200

PF-04 虫喰四方角 ウルミ 大 50 \410 \470 \270 \310

PF-04 虫喰四方角 ウルミ 中 50 \410 \460 \270 \270

PF-05 虫喰四方角 黒 大 50 \410 \470 \270 \310

PF-05 虫喰四方角 黒 中 50 \410 \460 \270 \270

PF-110 新打出嵐二寸丸 茶 大(50個入) 1 ― ― \7,000 \8,550

PF-110 新打出嵐二寸丸 茶 中(50個入) 1 ― ― \7,000 \8,550

PF-111 新打出嵐二寸丸 黒 大(50個入) 1 ― ― \7,000 \8,550

PF-111 新打出嵐二寸丸 黒 中(50個入) 1 ― ― \7,000 \8,550

PF-120 鉄虫喰平円丸 ウルミ 大 50 \410 \450 \270 \300

PF-120 鉄虫喰平円丸 ウルミ 中 50 \410 \420 \270 \270

PF-121 鉄虫喰平円丸 黒 大 50 \410 \450 \270 \300

PF-121 鉄虫喰平円丸 黒 中 50 \410 \420 \270 \270

PF-130 ニュー平円丸 GB 大 50 \690 \790 \530 \580

PF-130 ニュー平円丸 GB 中 50 \690 \720 \530 \530

PF-131 ニュー平円丸 古美 大 50 \690 \790 \530 \580

PF-131 ニュー平円丸 古美 中 50 \690 \720 \530 \530

PF-132 太縁二寸丸 古美 大 40 \620 \720 \440 \480

PF-132 太縁二寸丸 古美 中 40 \620 \660 \440 \440

PF-133 太縁二寸丸 GB 大 40 \620 \720 \440 \480

PF-133 太縁二寸丸 GB 中 40 \620 \660 \440 \440

PF-153 旭丸 黒 大 50 \350 \420 \230 \270

PF-153 旭丸 黒 中 50 \350 \360 \230 \230

PF-154 旭丸 茶 大 50 \350 \420 \230 \270

PF-154 旭丸 茶 中 50 \350 \360 \230 \230

PF-219 二重丸 ライトシルバー 大 50 \390 \410 \260 \260
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品名・品番 種別 箱入数 旧上代 新上代 旧上代 新上代

PF-219 二重丸 ライトシルバー 中 50 \390 \410 \260 \260

PF-220 二重丸 黒 大 50 \300 \360 \200 \230

PF-220 二重丸 黒 中 50 \300 \310 \200 \200

PF-221 二重丸 ウルミ 大 50 \300 \360 \200 \230

PF-221 二重丸 ウルミ 中 50 \300 \310 \200 \200

PF-224 二重丸 クリーム 大 50 \330 \380 \220 \240

PF-224 二重丸 クリーム 中 50 \330 \350 \220 \220

PF-229 二重丸 ブロンド 大 50 \350 \390 \230 \250

PF-229 二重丸 ブロンド 中 50 \350 \360 \230 \230

PF-226 平面二重丸 黒 大 50 \360 \420 \240 \270

PF-226 平面二重丸 黒 中 50 \360 \380 \240 \240

PF-227 平面二重丸 ウルミ 大 50 \360 \420 \240 \270

PF-227 平面二重丸 ウルミ 中 50 \360 \380 \240 \240

PF-230 宝来丸 黒 大 50 \240 \280 \155 \170

PF-230 宝来丸 黒 中 50 \240 \260 \155 \160

PF-231 宝来丸 茶 大 50 \240 \280 \155 \170

PF-231 宝来丸 茶 中 50 \240 \260 \155 \160

PF-240 平面遠州透 GB 大 50 \650 \750 \500 \550

PF-240 平面遠州透 GB 中 50 \650 \680 \500 \500

PF-244 平面遠州透 黒 大 50 \330 \410 \220 \260

PF-244 平面遠州透 黒 中 50 \330 \350 \220 \220

PF-245 平面遠州透 茶 大 50 \330 \410 \220 \260

PF-245 平面遠州透 茶 中 50 \330 \350 \220 \220

PF-249 平面遠州透 ブロンド 大 50 \360 \420 \240 \270

PF-249 平面遠州透 ブロンド 中 50 \360 \380 \240 \240

PF-250 平面遠州透 ライトシルバー 大 50 \420 \450 \280 \290

PF-250 平面遠州透 ライトシルバー 中 50 \420 \440 \280 \280

PF-332 すずらん 黒 大 50 \300 \360 \200 \230

PF-332 すずらん 黒 中 50 \300 \350 \200 \220

PF-332 すずらん 黒 寸八 50 \350 \440 \230 \280

PF-333 すずらん 茶 大 50 \300 \360 \200 \230

PF-333 すずらん 茶 中 50 \300 \310 \200 \200

PF-333 すずらん 茶 寸八 50 \350 \390 \230 \250

PF-334 すずらん 黒嵐底 大 50 \360 \420 \240 \270

PF-334 すずらん 黒嵐底 中 50 \360 \380 \240 \240

PF-335 すずらん 茶嵐底 大 50 \360 \420 \240 \270

PF-335 すずらん 茶嵐底 中 50 \360 \380 \240 \240

PP-137 木目丸 スプルース 大 50 \260 \280 \170 \170

PP-137 木目丸 スプルース 中 50 \260 \280 \170 \170

PP-139 木目丸 モクレン 大 50 \260 \280 \170 \170

PP-139 木目丸 モクレン 中 50 \260 \280 \170 \170

PP-40 西都角 ウルミ 大(50個入) 1 ― ― \2,500 \2,800

PP-40 西都角 ウルミ 中(50個入) 1 ― ― \2,500 \2,500

PP-42 西都角 黒 大(50個入) 1 ― ― \2,500 \2,800

PP-42 西都角 黒 中(50個入) 1 ― ― \2,500 \2,500

PP-41 プラス東角 ウルミ 大(50個入) 1 ― ― \2,500 \2,550

PP-43 プラス東角 黒 大(50個入) 1 ― ― \2,500 \2,500

PP-71 プラスチリ落角 黒 大(50個入) 1 ― ― \3,800 \4,050

PP-71 プラスチリ落角 黒 特中(50個入) 1 ― ― \3,800 \3,800

PP-72 プラスチリ落角 ウルミ 大(50個入) 1 ― ― \3,800 \4,050

PP-72 プラスチリ落角 ウルミ 特中(50個入) 1 ― ― \3,800 \3,800

PP-73 プラスチリ落角 クリーム 大(50個入) 1 ― ― \3,300 \4,050

PP-73 プラスチリ落角 クリーム 特中(50個入) 1 ― ― \3,300 \3,300

PP-74 プラスチリ落角 シオジ 大 50 \270 \290 \180 \180

PP-74 プラスチリ落角 シオジ 特中 50 \270 \290 \180 \180
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品名・品番 種別 箱入数 旧上代 新上代 旧上代 新上代

PP-177 プラスチリオトシ角 スプルス 大 50 \270 \290 \180 \180

PP-177 プラスチリオトシ角 スプルス 特中 50 \270 \290 \180 \180

PP-179 プラスチリオトシ角 モクレン 大 50 \270 \290 \180 \180

PP-179 プラスチリオトシ角 モクレン 特中 50 \270 \290 \180 \180

PP-77 プラス四方角 黒 大(50個入) 1 ― ― \3,200 \3,400

PP-77 プラス四方角 黒 特中(50個入) 1 ― ― \3,200 \3,200

PP-78 プラス四方角 ウルミ 大(50個入) 1 ― ― \3,200 \3,400

PP-78 プラス四方角 ウルミ 特中(50個入) 1 ― ― \3,200 \3,200

PP-637 木目量産丸 スプルス 大 50 \270 \290 \175 \180

PP-637 木目量産丸 スプルス 中 50 \270 \290 \175 \180

PP-638 木目量産丸 シオジ 大 50 \270 \290 \175 \180

PP-638 木目量産丸 シオジ 中 50 \270 \290 \175 \180

PP-639 木目量産丸 モクレン 大 50 \270 \290 \175 \180

PP-639 木目量産丸 モクレン 中 50 \270 \290 \175 \180

PP-641 量産丸 ミルキーパール 大 50 \290 \310 \190 \190

PP-641 量産丸 ミルキーパール 中 50 \230 \240 \150 \150

PP-651 量産丸 シルバーパール 大 50 \290 \310 \190 \190

PP-651 量産丸 シルバーパール 中 50 \230 \240 \150 \150

PP-674 量産チリ角 シオジ 大 50 \300 \310 \195 \200

PP-674 量産チリ角 シオジ 特中 50 \270 \290 \180 \180

PP-675 量産チリ角 スプルス 大 50 \300 \310 \195 \200

PP-675 量産チリ角 スプルス 特中 50 \270 \290 \180 \180

PP-679 量産チリ角 モクレン 大 50 \300 \310 \195 \200

PP-679 量産チリ角 モクレン 特中 50 \270 \290 \180 \180

PP-681 量産チリ角 ミルキーパール 大 50 \320 \330 \210 \210

PP-681 量産チリ角 ミルキーパール 特中 50 \240 \260 \160 \160

PP-691 量産チリ角 シルバーパール 大 50 \320 \330 \210 \210

PP-691 量産チリ角 シルバーパール 特中 50 \240 \260 \160 \160

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 75mm 50 \210 \240 \150 \150

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 90mm 50 \240 \280 \165 \170

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 105mm 50 \260 \310 \185 \190

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 120mm 50 \290 \330 \205 \210

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 150mm 30 \520 \530 \365 \350

PS-05 高級桜戸引手 シルバー 200mm 10 \880 \880 \675 \650

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 75mm 50 \260 \310 \185 \190

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 90mm 50 \290 \330 \205 \210

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 105mm 50 \310 \350 \220 \220

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 120mm 50 \340 \380 \240 \240

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 150mm 30 \670 \690 \475 \460

PS-06 高級桜戸引手 ステンカラー 200mm 10 \1,050 \1,050 \785 \760

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 75mm 50 \260 \310 \185 \190

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 90mm 50 \290 \330 \205 \210

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 105mm 50 \310 \350 \220 \220

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 120mm 50 \340 \380 \240 \240

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 150mm 30 \670 \690 \475 \460

PS-07 高級桜戸引手 アンバー 200mm 10 \1,050 \1,050 \785 \760

PB-35 高級桜戸引手 GB 75mm 50 \390 \440 \275 \280

PB-35 高級桜戸引手 GB 90mm 50 \420 \450 \295 \300

PB-35 高級桜戸引手 GB 105mm 50 \470 \500 \330 \330

PB-35 高級桜戸引手 GB 120mm 50 \520 \560 \365 \370

PB-35 高級桜戸引手 GB 150mm 30 \860 \860 \660 \630

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 75mm 50 \390 \440 \275 \280

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 90mm 50 \420 \450 \295 \300

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 105mm 50 \470 \500 \330 \330

PB-36 高級桜戸引手 仙徳 120mm 50 \520 \560 \365 \370
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PB-36 高級桜戸引手 仙徳 150mm 30 \860 \860 \660 \630

PB-37 高級桜戸引手 SG 75mm 50 \390 \440 \275 \280

PB-37 高級桜戸引手 SG 90mm 50 \420 \450 \295 \300

PB-37 高級桜戸引手 SG 105mm 50 \470 \500 \330 \330

PB-37 高級桜戸引手 SG 120mm 50 \520 \560 \365 \370

PB-37 高級桜戸引手 SG 150mm 30 \860 \860 \660 \630

PB-37 高級桜戸引手 SG 200mm 10 \1,300 \1,350 \1,060 \1,050

PS-20 楓戸引手 シルバー 155mm 20 \860 \860 \660 \630

PS-20 楓戸引手 シルバー 125mm 20 \680 \690 \480 \460

PS-20 楓戸引手 シルバー 110mm 20 \620 \630 \440 \420

PB-21 楓戸引手 SG 155mm 20 \1,050 \1,000 \770 \740

PB-21 楓戸引手 SG 125mm 20 \670 \740 \510 \490

PB-21 楓戸引手 SG 110mm 20 \630 \690 \480 \460

PS-26 楓戸引手 鏡面 155mm 20 \1,100 \1,100 \840 \810

PS-26 楓戸引手 鏡面 125mm 20 \810 \810 \620 \600

PS-26 楓戸引手 鏡面 110mm 20 \720 \720 \550 \530

PS-41 量産ステンチリ角 白 大 50 \490 \530 \350 \350

PS-41 量産ステンチリ角 白 特中 50 \490 \530 \350 \350

PS-42 量産ステンチリ角 黒 大 50 \490 \530 \350 \350

PS-42 量産ステンチリ角 黒 特中 50 \490 \530 \350 \350

PS-56 量産ステンチリ角 HL 大 50 \320 \330 \210 \210

PS-56 量産ステンチリ角 HL 特中 50 \320 \330 \210 \210

PS-58 量産ステンチリ角 アンバー 大 50 \470 \500 \330 \330

PS-58 量産ステンチリ角 アンバー 特中 50 \470 \500 \330 \330

PS-61 シルキーチリ角 マットシルバー 大 50 \490 \530 \350 \350

PS-61 シルキーチリ角 マットシルバー 特中 50 \490 \530 \350 \350

PS-46 ステンチリ落角 HL 大 50 \410 \470 \270 \310

PS-46 ステンチリ落角 HL 中 50 \410 \420 \270 \270

PS-47 ステンチリ落角 GB 大 50 \560 \650 \400 \430

PS-170 ハメ込二重丸 HL 大 30 \650 \680 \500 \500

PS-170 ハメ込二重丸 HL 中 30 \630 \720 \480 \480

PS-122 ステン穴無平円丸 白 大 50 \470 \590 \330 \390

PS-122 ステン穴無平円丸 白 中 50 \470 \560 \330 \370

PS-123 ステン穴無平円丸 黒 大 50 \470 \590 \330 \390

PS-123 ステン穴無平円丸 黒 中 50 \470 \560 \330 \370

PS-109 ステン匠丸 HL 大 50 \290 \390 \190 \250

PS-109 ステン匠丸 HL 小 50 \250 \350 \165 \220

PC-428 銅製匠丸 GB 大 50 \390 \480 \275 \320

PC-428 銅製匠丸 GB 小 50 \340 \470 \240 \310

PS-121 シルキー二寸丸 マットシルバー 大 50 \490 \530 \350 \350

PS-121 シルキー二寸丸 マットシルバー 中 50 \490 \530 \350 \350

PS-205 ハイパー戸引手 シルバー 105mm 50 \280 \310 \185 \190

PB-237 ハイパー戸引手 SG 105mm 50 \470 \500 \330 \330

PS-211 パルサー戸引手 白 105mm 30 \440 \470 \310 \310

PS-212 パルサー戸引手 黒 105mm 30 \440 \470 \310 \310

PS-215 パルサー戸引手 シルバー 105mm 30 \280 \310 \185 \190

PB-217 パルサー戸引手 SG 105mm 30 \540 \590 \385 \390

PS-218 パルサー戸引手 アンバー 105mm 30 \420 \440 \275 \280

PS-219 パルサー戸引手 本金 105mm 30 \620 \660 \440 \440

PS-312 藤戸引手 サンドクローム 150mm 30 \1,200 \1,150 \910 \870

PS-312 藤戸引手 サンドクローム 120mm 30 \700 \720 \535 \530

PS-312 藤戸引手 サンドクローム 105mm 30 \660 \680 \550 \500

PS-312 藤戸引手 サンドクローム 90mm 30 \550 \630 \420 \420

PS-315 藤戸引手 シルバー 105mm 30 \260 \310 \185 \190

PS-315 藤戸引手 シルバー 90mm 30 \240 \280 \165 \170
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PS-315 藤戸引手 シルバー 150mm 30 \520 \530 \365 \350

PS-315 藤戸引手 シルバー 120mm 30 \290 \330 \205 \210

PB-317 藤戸引手 SG 150mm 30 \950 \950 \730 \700

PB-317 藤戸引手 SG 120mm 30 \590 \630 \420 \420

PB-317 藤戸引手 SG 105mm 30 \540 \590 \385 \390

PB-317 藤戸引手 SG 90mm 30 \490 \530 \350 \350

PS-318 藤戸引手 アンバー 90mm 30 \360 \410 \255 \260

PS-318 藤戸引手 アンバー 105mm 30 \390 \440 \275 \280

PS-318 藤戸引手 アンバー 120mm 30 \420 \450 \295 \300

PS-318 藤戸引手 アンバー 150mm 30 \720 \720 \550 \530

PW-04 木製白木丸 生地 大 50 \630 \680 \450 \450

PW-04 木製白木丸 生地 中 50 \560 \600 \400 \400

PW-05 木製桑丸 桑クリアー 大 50 \650 \720 \500 \500

PW-05 木製桑丸 桑クリアー 中 50 \630 \680 \450 \450

PW-305 和襖桑丸 桑クリアー 大 50 \720 \810 \550 \600

PW-305 和襖桑丸 桑クリアー 中 50 \630 \690 \450 \510

PW-06 木製桑フラッシュ丸 桑クリアー 大 50 \720 \790 \550 \580

PW-07 木製ナラ丸 クリアー 大 50 \720 \810 \550 \600

PW-07 木製ナラ丸 クリアー 中 50 \650 \720 \500 \530

PW-08 木製モミジ丸 クリアー 大 50 \680 \720 \480 \480

PW-08 木製モミジ丸 クリアー 中 50 \650 \690 \460 \460

PW-08 木製モミジ丸 クリアー 特大 20 \1,600 \1,850 \1,300 \1,450

PW-308 和襖モミジ丸 クリアー 大 50 \780 \810 \600 \600

PW-308 和襖モミジ丸 クリアー 中 50 \650 \710 \460 \520

PW-408 戸襖用モミジ丸 クリアー 大 20 \1,150 \1,350 \850 \900

PW-13 木製カラス丸 黒 大 50 \650 \720 \500 \530

PW-13 木製カラス丸 黒 中 50 \650 \720 \500 \530

PW-88 シンプル丸 クリアー 大 50 \820 \900 \630 \660

PW-88 シンプル丸 クリアー 中 50 \780 \860 \600 \630

PW-103 サンライト丸 クリアー 大 50 \560 \650 \400 \430

PW-103 サンライト丸 クリアー 中 50 \540 \620 \380 \410

PW-20 白木片チリ角 生地 大 20 \680 \750 \520 \550

PW-20 白木片チリ角 生地 中 20 \650 \720 \500 \530

PW-21 白木両チリ角 生地 大 50 \630 \720 \450 \480

PW-21 白木両チリ角 生地 中 50 \560 \650 \400 \430

PW-25 桑チリ落角 桑クリアー 大 20 \720 \750 \550 \550

PW-25 桑チリ落角 桑クリアー 中 20 \650 \680 \500 \500

PW-25 桑チリ落角 桑クリアー 寸八 20 \720 \750 \550 \550

PW-325 和襖桑片チリ角 桑クリアー 大 20 \780 \840 \600 \620

PW-28 正本桑チリ角 大 20 \1,120 \1,200 \860 \870

PW-28 正本桑チリ角 中 20 \1,120 \1,200 \860 \870

PW-29 木製片チリ角 黒塗装 大 20 \720 \790 \550 \580

PW-29 木製片チリ角 黒塗装 中 20 \650 \720 \500 \530

PW-29 木製片チリ角 黒塗装 寸八 20 \720 \790 \550 \580

PW-120 モミジ片チリ角 クリアー 大 20 \720 \790 \550 \580

PW-120 モミジ片チリ角 クリアー 中 20 \650 \720 \500 \530

PW-320 和襖モミジ片チリ角 クリアー 大 20 \780 \840 \600 \620

PW-420 戸襖用モミジ片チリ角 クリアー 大 20 \1,200 \1,250 \900 \950

PW-127 ナラ片チリ角 クリアー 大 20 \720 \810 \550 \600

PW-127 ナラ片チリ角 クリアー 中 20 \650 \720 \500 \530

PW-130 サンライト片チリ角 クリアー 大 20 \650 \770 \500 \570

PW-130 サンライト片チリ角 クリアー 中 20 \630 \710 \450 \520

PW-38 モミジ四方角 クリアー 大 50 \720 \790 \550 \580

PW-38 モミジ四方角 クリアー 中 50 \650 \720 \500 \530

PW-39 白木四方角 生地 大 50 \650 \720 \500 \530
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PW-39 白木四方角 生地 中 50 \630 \690 \480 \510

PW-41 ファッションルーター 生地 120mm 30 \790 \940 \605 \690

PW-41 ファッションルーター 生地 105mm 30 \760 \900 \580 \660

PW-41 ファッションルーター 生地 90mm 30 \690 \830 \525 \610

PW-44 スマート戸引手 クリアー 120mm 30 \780 \810 \600 \600

PW-44 スマート戸引手 クリアー 110mm 30 \650 \720 \500 \530

PW-44 スマート戸引手 クリアー 70mm 30 \590 \680 \420 \450

PW-64 障子戸引手 塗装仕上 60mm 100 \380 \440 \250 \280

PW-64 障子戸引手 塗装仕上 66mm 100 \420 \470 \280 \310

PW-64 障子戸引手 塗装仕上 75mm 100 \560 \740 \400 \490

PW-64 障子戸引手 塗装仕上 90mm 50 \650 \860 \500 \630

PW-65 障子戸引手 桑クリアー 60mm 100 \170 \200 \110 \120

PW-65 障子戸引手 桑クリアー 66mm 100 \200 \240 \130 \140

PW-65 障子戸引手 桑クリアー 75mm 100 \240 \290 \160 \180

PW-65 障子戸引手 桑クリアー 90mm 50 \350 \390 \230 \250

PW-67 サクラ戸引手 クリアー 66mm 100 \240 \290 \160 \180

PW-72 障子戸引手 イブシ竹 75mm 50 \420 \450 \280 \300

PW-72 障子戸引手 イブシ竹 66mm 50 \340 \380 \225 \240

PW-72 障子戸引手 イブシ竹 60mm 50 \300 \350 \200 \220

PW-74 障子戸引手 生地 75mm 100 \210 \260 \140 \160

PW-74 障子戸引手 生地 66mm 100 \180 \220 \115 \130

PW-74 障子戸引手 生地 60mm 100 \150 \190 \100 \110

PW-141 スリム白木舟 生地 大 50 \780 \860 \600 \630

PW-141 スリム白木舟 生地 中 50 \720 \790 \550 \580

PW-142 スリム白柾舟 クリアー 大 50 \980 \1,050 \750 \750

PW-142 スリム白柾舟 クリアー 中 50 \850 \880 \650 \650

PW-241 白木長方 生地 大 50 \1,150 \1,150 \850 \880

PW-241 白木長方 生地 中 50 \1,050 \1,100 \800 \840

PW-244 横引長者角 白木 大 30 \720 \790 \550 \580

PW-244 横引長者角 白木 中 30 \650 \720 \500 \530

PW-248 横引長者角 クリアー 大 30 \780 \860 \600 \630

PW-248 横引長者角 クリアー 中 30 \720 \790 \550 \580

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 大(1000個入) 1 ― ― \305,000 \370,000

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 大(500個入) 1 ― ― \184,000 \224,000

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 大(20個入) 1 ― ― \11,000 \12,100

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 中(100個入) 1 ― ― \30,500 \370,000

PW-720 面取もみじ片チリ角 クリアー 中(20個入) 1 ― ― \10,000 \11,100

PZ-651 レリーフ サーチライトニッケル 75mm 20 \1,350 \1,100 \1,100 \820

PZ-652 レリーフ サーチライトゴールド 75mm 20 \2,050 \1,600 \1,670 \1,250

PZ-653 レリーフ 黒 75mm 20 \1,350 \1,250 \1,100 \960

PZ-654 レリーフ 茶 75mm 20 \1,350 \1,250 \1,100 \960

PZ-661 エポック パールホワイト 120mm 20 \2,950 \2,450 \2,450 \1,950

PZ-661 エポック パールホワイト 105mm 20 \2,650 \2,200 \2,200 \1,750

PZ-662 エポック パールピンク 120mm 20 \2,950 \2,450 \2,450 \1,950

PZ-662 エポック パールピンク 105mm 20 \2,650 \2,200 \2,200 \1,750

PZ-663 エポック パールクリーム 120mm 20 \2,950 \2,450 \2,450 \1,950

PZ-663 エポック パールクリーム 105mm 20 \2,650 \2,200 \2,200 \1,750

PZ-664 エポック サーチライトニッケル 120mm 20 \1,900 \1,500 \1,570 \1,200

PZ-664 エポック サーチライトニッケル 105mm 20 \1,800 \1,400 \1,460 \1,100

PZ-665 エポック サーチライトゴールド 120mm 20 \2,600 \2,000 \2,130 \1,600

PZ-665 エポック サーチライトゴールド 105mm 20 \2,350 \1,850 \1,950 \1,450

PZ-667 エポック フォグホワイト 120mm 20 \2,950 \2,750 \2,450 \2,200

PZ-667 エポック フォグホワイト 105mm 20 \2,650 \2,450 \2,200 \1,950

PZ-668 エポック フォグピンク 120mm 20 \2,950 \2,750 \2,450 \2,200

PZ-668 エポック フォグピンク 105mm 20 \2,650 \2,450 \2,200 \1,950
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PZ-669 エポック フォグクリーム 120mm 20 \2,950 \2,750 \2,450 \2,200

PZ-669 エポック フォグクリーム 105mm 20 \2,650 \2,450 \2,200 \1,950

HS-36 面打アルファ取手 HL (座無) 50 \540 \590 \385 \390

HS-37 面打アルファ取手 HL (座付) 50 \700 \700 \495 \500

HS-97-S ハサミ止アルファ取手 片面 HL 30 \780 \810 \600 \600

HS-97-W ハサミ止アルファ取手 両面 HL 50 \1,250 \1,250 \935 \940

HW-101 ニュークラフト 白ウッド 95mm 50 \720 \750 \550 \550

HW-124 面打白木取手 生地 大 30 \980 \1,100 \750 \780

HW-124 面打白木取手 生地 小 30 \910 \990 \700 \730

HW-194-S ハサミ止白木取手 生地 大 30 \1,250 \1,250 \930 \960

HW-194-S ハサミ止白木取手 生地 小 30 \1,150 \1,200 \870 \900

HW-125 面打桑取手 クリアー 大 30 \980 \1,100 \750 \780

HW-125 面打桑取手 クリアー 小 30 \910 \990 \700 \730

HW-185-S ハサミ止桑取手 桑クリアー 大 30 \1,250 \1,250 \930 \960

HW-185-S ハサミ止桑取手 桑クリアー 小 30 \1,150 \1,200 \870 \900

HW-128 面打カーブ取手 クリアー 大 30 \980 \1,050 \750 \750

HW-128 面打カーブ取手 クリアー 小 30 \910 \950 \700 \700

HW-143 裏ビス式スリムアーチ取手 白木 大 20 \1,150 \1,150 \850 \880

HW-143 裏ビス式スリムアーチ取手 白木 小 30 \1,050 \1,100 \800 \830

HW-190-S ハサミ止スリムアーチ取手 白木(生地) 大 20 \1,250 \1,350 \990 \1,050

HW-190-S ハサミ止スリムアーチ取手 白木(生地) 小 30 \1,300 \1,300 \930 \960

HW-148 裏ビス式スリムアーチ取手 モミジ(クリアー) 大 20 \1,200 \1,250 \900 \930

HW-148 裏ビス式スリムアーチ取手 モミジ(クリアー) 小 30 \1,150 \1,150 \850 \880

HW-191-S ハサミ止スリムアーチ取手 モミジ(クリアー) 大 20 \1,250 \1,400 \1,040 \1,100

HW-191-S ハサミ止スリムアーチ取手 モミジ(クリアー) 小 30 \1,200 \1,350 \980 \1,050

HW-145 裏ビス式スリムアーチ取手 桑クリアー 大 20 \1,200 \1,250 \900 \960

HW-145 裏ビス式スリムアーチ取手 桑クリアー 小 30 \1,150 \1,150 \850 \880

HW-295-S ハサミ止スリムアーチ取手 桑クリアー 大 20 \1,300 \1,400 \1,050 \1,100

HW-295-S ハサミ止スリムアーチ取手 桑クリアー 小 30 \1,200 \1,350 \980 \1,050

HW-146 裏ビス式スリムアーチ取手 黒 大 20 \1,250 \1,300 \950 \980

HW-146 裏ビス式スリムアーチ取手 黒 小 30 \1,200 \1,250 \900 \930

HW-296-S ハサミ止スリムアーチ取手 黒 大 20 \1,350 \1,450 \1,100 \1,150

HW-296-S ハサミ止スリムアーチ取手 黒 小 30 \1,300 \1,400 \1,050 \1,100

HW-177 裏ビス式レインボー取手 白木 大 30 \1,050 \1,050 \800 \800

HW-177 裏ビス式レインボー取手 白木 小 30 \980 \1,050 \750 \750

HW-178 裏ビス式レインボー取手 モミジ 大 30 \1,200 \1,200 \900 \900

HW-178 裏ビス式レインボー取手 モミジ 小 30 \1,150 \1,150 \850 \850

HW-198-S ハサミ止レインボー取手 モミジ 大 30 \1,250 \1,350 \1,040 \1,050

HW-198-S ハサミ止レインボー取手 モミジ 小 30 \1,200 \1,300 \980 \980

HZ-17 座付一文字取手 銅色 小 24 \620 \660 \440 \440

HZ-17 座付一文字取手 銅色 小々 24 \540 \570 \380 \380

HZ-21 スマート富士取手 GB 小 50 \330 \350 \220 \220

HZ-21 スマート富士取手 GB 小々 50 \260 \240 \170 \150

HZ-33 スマート富士取手 クローム 小 50 \290 \290 \190 \180

HZ-33 スマート富士取手 クローム 小々 50 \240 \240 \155 \150

HZ-320 スマート富士取手 ツヤケシ黒 小 50 \350 \380 \230 \240

HZ-320 スマート富士取手 ツヤケシ黒 小々 50 \300 \310 \200 \200

SA-03 スライドシャッター 白 700mm 10 \15,200 \14,200 \12,600 \12,300

SA-03 スライドシャッター 白 900mm 10 \17,900 \16,800 \14,900 \14,500

SA-03 スライドシャッター 白 1200mm 10 \21,300 \19,900 \17,700 \17,200


