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平成平成平成平成 27272727 年１月年１月年１月年１月 5555 日より実施日より実施日より実施日より実施                                                        

品番 品   名   仕上 サイズ 入数 価格 端数価格 

PW-136 箱舟あづま角 白木 生地 大 20 590 800 

PW-136 箱舟あづま角 白木 生地 中 20 590 800 

      

PW-137 箱舟あづま角 モミジ ホワイトクリアー 大 20 610 830 

PW-137 箱舟あづま角 モミジ ホワイトクリアー 中 20 610 830 

      

 
■特 長： 丸底角形（通称：東角（あづま角）形状）の木製襖引手が登場です。裏面

が丸形の為、引手板の穴加工が容易です。ビドー独自の「かぶせ接（つぎ）

加工」により、従来の「立接（たてつぎ）加工（本体を左右 2か所から接

木（つぎき）する方法）」に比べて本体強度が高くなりました。PW-137 に

は接木（つぎき）部の色の変化を最小限に抑えるため、表面にホワイトク

リアー塗装を施しています（PW-136 は無塗装）。外形 4面とも面取り加工。 

■材 質： メープル 

■大サイズ：表寸：67×67（40×40）裏寸：60φ 全高：8 表厚：2.5 ツバ下：5.5 

■中サイズ：表寸：50×50（27×27）裏寸：43φ 全高：8 表厚：2.5 ツバ下：5.5 

■備 考： 接着剤止製品（裏面が丸形の為、設置する際には表面の天地垂直方向に注

意して取りつけてください）。 

お得意先様各位 
新製品見積書新製品見積書新製品見積書新製品見積書     平成 26 年 12 月 1 日 

     NO,  1 
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大サイズの裏面 

箱舟あづま角 中  

箱舟あづま角 大  

中サイズの裏面 



 

 

 

 

 

平成平成平成平成 27272727 年年年年 1111 月月月月 5555 日より実施日より実施日より実施日より実施 

 

 

 

 

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

RB-86 角丸関止 真鍮 17×38×14.5 50 100 170 - - 42 - - 220 380 

HZ-320 スマート富士 ツヤケシ黒 小 50 260 410 - - 37 - - 280 410 

HZ-320 スマート富士 ツヤケシ黒 小々 50 220 350 - - 37 - - 240 350 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

価格改正見積書価格改正見積書価格改正見積書価格改正見積書    
お得意先様各位 平成 26 年 11 月 19 日 

     NO,  2  

※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） 

ビドーニュース  2014 年 12 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/ 

 



                      

 

 

 

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・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せていただ

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。 

敬具 

記 

  実施日：平成 26 年 12 月 12 日より   

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。 

以上 

 

 

品 番 品  名 色 サイズ 記載頁 

PW-28 正本桑チリ角  全サイズ 襖 26 

PC-428 銅製匠丸 ＧＢ 全サイズ 襖 12 

MP-78 掘込エース チーク 全サイズ 総 103 

MP-79 掘込エース ローズ 全サイズ 総 103 

KP-36 グローリー撮 ゴールド 全サイズ 総 130 

KP-37 グローリー撮 シルバー 全サイズ 総 130 

KP-27 ユーホー撮 白クリーム 全サイズ 総 129 

KP-29 ユーホー撮 チーク 全サイズ 総 129 

KP-30 ユーホー撮 木目ナラ 全サイズ 総 129 

KP-10 セミボール撮 白 全サイズ 総 128 

KP-11 セミボール撮 クローム 全サイズ 総 128 

KP-12 セミボール撮 チーク 全サイズ 総 128 

KP-01 ニューボール撮 白 30mm 総 128 

KP-02 ニューボール撮 クローム 30mm 総 128 

KP-34 グレイト撮 アイボリー 全サイズ 総 130 

FA-83 丸パイプネクタイ掛  全サイズ 総 204 

FB-86 六角ネクタイ掛 GB  総 204 

お得意先様各位 平成 26 年 12 月 1 日 

     NO, 3 

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。平素は格別のご高配を賜り、厚く

お礼申し上げます。 

 さて、年末年始の日程のご案内させていただきます。 

敬具 

 

記 

 

      １．商品入出荷最終日     12 月 24 日（水曜日） 

      ２．決算棚卸期間       12 月 25 日～12 月 27 日 

      ３．年末休日         12 月 28 日～12 月 31 日 

      ４．年始休日         １月１日～１月 4日 

      ５．年始営業開始日      １月 5 日(月曜日) 

                                              

 

※ 棚卸期間中の入出荷は、ご遠慮戴きますように、 

ご理解とご協力のほど、御願い申し上げます。 

 

以上 

 

お得意先様各位 

年末年始日程のご案内 

平成 26 年 11 月 1 日 

     NO，4 
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