
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 4月号  ビドーニュース  

１ Products  製品 

２ Report   お知らせ 

３ Information 情報 

ハンドル サテンニッケル色三種類（新製品） 

ハメ込二寸丸 片背押丁番 ルーター取手 白シリーズ（新製品） 

LP戸車ベージュ（新製品） 

価格改正のお知らせ 

仕様変更のお知らせ 

カシューシリーズ取扱いについて 

在庫販売中止品のご案内 
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平成 25年 4月 20日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

HZ-363 ネオアーチェリーハンドル サテンニッケル 大(128) 20 620 840 

HZ-363 ネオアーチェリーハンドル サテンニッケル 中(96) 30 590 800 

HZ-364 ネオスクエアハンドル サテンニッケル 大(128) 20 720 980 

HZ-364 ネオスクエアハンドル サテンニッケル 中(96) 30 510 690 

HZ-365 ネオストレートハンドル サテンニッケル 大々(160) 10 670 910 

HZ-365 ネオストレートハンドル サテンニッケル 大(128) 20 490 740 

HZ-365 ネオストレートハンドル サテンニッケル 中(96) 30 410 620 

 
■特 長： シンプルで使いやすい裏ビス式取手 3シリーズです。安価で都会的な雰囲

気を演出できます。接面積（部材と接触する個所の面積）が小さい為、襖

での使用時は、引手板か縁の上に取り付け、しっかり固定してください。 

■材 質： ダイカスト 

■サイズ： HZ-363大 :全長 158 全高 28 全幅 10 ピッチ 128 

      HZ-363中 :全長 122 全高 26 全幅 10 ピッチ 96 

      HZ-364大 :全長 140 全高 23 全幅 13 ピッチ 128 

      HZ-364中 :全長 105 全高 23 全幅 13 ピッチ 96 

      HZ-365大々:全長 167 全高 25 全幅 11ピッチ 160 

            HZ-365大  :全長 134 全高 25 全幅 11ピッチ 128 

            HZ-365中 :全長 103 全高 25 全幅 11 ピッチ 96 

■備 考： サイズの括弧内の数字はピッチを表しています。 

お得意先様各位 

新製品見積書 

平成 27 年 4 月 11 日 

     NO, 1  

HZ-363 

ネオアーチェリー   

 

 

 

ビドーニュース  2015 年 4 月号  発行： 株式会社 ビドー 

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/ 
 

HZ-364 

ネオスクエア 

 

 

HZ-365 

ネオストレート 
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平成 27年 4月 20日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PP-133 量産ハメ込二寸丸 白 大 30 組 230 350 

PP-133 量産ハメ込二寸丸 白 中 50 組 210 290 

 
■特 長： 表面(オス)と裏面(メス)をはめ込んで引手穴に設置するだけ、取り付け簡

単なプラスチック製二寸丸のハメ込み襖引手に、新たに白色が登場です。

インテリアとのマッチングが容易な白色なので洋室リビングにも使用可

能。また、破損しにくいので、襖の張り替え工事の際、そのまま使える可

能性が高いというのも特長です。12㎜の襖芯材にご使用ください。 

※光の透過を防ぐ為、付属の遮光紙を必ず表面と裏面の間に入れてから取

り付けてください。 

※茶(PP-103)、黒(PP-113)も販売中です。 

■材 質： ポリエチレン(接着剤止メ不可) 

■サイズ： 大 外径 65.8φ 裏径 59.1φ 表厚 2 

中 外径 43.7φ 裏径 39φ   表厚 2 

■備 考： 2011（平成 23年）年 1月号 BN参照 

お得意先様各位 

新製品見積書 
平成 27 年 4 月 1 日 

     NO, 2 

PP-133 中 
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平成 27年 4月 15日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

HF-23 面打ルーター取手 白 中 50 260 450 

HF-85-S ハサミ止ルーター取手 片面 白 中 50 590 800 

 
■特 長： 低価格の軽量扉用取手シリーズにピュアなホワイト色が登場です。ハサミ

止めと面打ビス止めの 2種類をご用意。洋風のクロス壁が多い室内でも、

和室でもコーディネートしやすく、さらに今までご要望の多かった「ビス

頭色」を取手と同系色とすることで、より使いやすい商品となりました。 

■材 質： 鉄 

■サイズ： 全長 79.8 幅 19.5 全高 18.6 ピッチ 67 

■ご注意： 一般住宅の室内で使用して下さい。表面破損防止の為、以下にご注意。 

  ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け 

  ・本体への摩耗・衝撃 

・化学物質の付着（室内の空気も含む） 

  ・水分・塩水の付着（海水も含む） 

ビス頭は白塗装のため、柔らかい布などを使用し、塗装がはがれないよ

うに注意してゆっくりと設置してください。 

■お手入れ：空拭き、または真水・薄めの中性洗剤での軽い洗浄以外は禁止。 

■備 考： 色違い製品にクリーム、茶、黒があります。 

お得意先様各位 

新製品見積書 
平成 27 年 4 月 10 日 

     NO, 3 

HF-85-S ハサミ止 
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HF-23 面打 
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平成 27年 4月 20日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

BF-60 鉄 片背押丁番 白（木ネジ付） 64mm(50枚入) 1 10800 - 

BF-60 鉄 片背押丁番 白（木ネジ付） 51mm(50枚入) 1 8650 - 

 

■特 長： 襖などの軽量扉用丁番 片背押シリーズにピュアなホワイト色が登場で

す。丁番を閉じた時の隙間が少ないので襖縁に埋め込んで取り付ける必要

がありません。直接、木ネジなどで簡単に取り付けることができます。 

■材 質： 鉄 

■サイズ： 64mm:全長 64 全幅（開時）33  

            51mm:全長 51 全幅（開時）31.5 

■ご注意： 一般住宅の室内で使用して下さい。表面破損防止の為、以下にご注意。 

  ・テープなどの粘着性のあるものの貼り付け 

  ・本体への摩耗・衝撃 

・化学物質の付着（室内の空気も含む） 

  ・水分・塩水の付着（海水も含む） 

ビス頭が白塗装となっている為、ビスを締める際には柔らかい布などを

噛ませるなどして、塗装が剥がれないよう注意してください。 

■備 考： 色違いにはクリーム、GB、ブロンズ、ウルミがあります。 

お得意先様各位 

新製品見積書 
 平成２７年 4月 10日 

     NO, 4 

64mm   
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mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/


                       

 

 

 

平成 27年 4月 20日より実施              

品番        品名 サイズ 入数 価格 端数価格 

RF-25 LP 戸車プラス 鉄枠ベージュ 平型 30 20 170 - 

RF-26 LP 戸車プラス 鉄枠ベージュ 丸型 30 20 170 - 

 

■特 長： 低価格室内建具用戸車の定番商品「LP 戸車」に新色のベージュが登場で

す。一般普及商品の車部は青色の材質を使用していますが、色の変更のご

要望を多く寄せられていました。従来の車の機能はそのままに、室内仕様

でもマッチングしやすい「ベージュ色」で、平型と丸型の 2種類の取り扱

いとなります。安価で強靭な商品の秘密は車部分の材質。特に耐衝撃性に

優れた二重構造の材質は、振動吸収能力に優れ、防音効果もあります。 

■材 質： 車：耐衝撃性特殊ナイロン  

枠：鉄 

■サイズ： 全長 69×高さ 30×巾 9 

■備 考： 小箱 20個入販売になります（※バラ販売不可）。 

お得意先様各位 

新製品見積書 
平成 27 年 4 月１日 

     NO, 5 

ビドーニュース  2015 年 4 月号  発行： 株式会社 ビドー 

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/ 
 

RF-26 丸型 

RF-25 平型 

mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/


 

 

 

 

 

平成 27 年 5月 1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 

HF-22 面打ルーター取手 クリーム 中 50 250 430 - 27 36 - - 260 450 

HF-84-S ハサミ止ルーター取手 片面 クリーム 中 50 560 790 - 27 36 - - 590 800 

PP-82 チェリー戸引手 サクラ 60 ★50 1700 - 18 -  - - 2300 - 

PP-82 チェリー戸引手 サクラ 66 ★50 1800 - 18 - - - - 2450 - 

PP-82 チェリー戸引手 サクラ 75 ★50 1900 - 18 - - - - 2450 - 

             

             

             

             

             

             

             

価格改正見積書 
お得意先様各位 平成 27 年 3 月 9 日 

     NO,  6  

※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  2015 年 4 月号  発行： 株式会社 ビドー 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/ 
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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、弊社製品『MS-70 浅型堀込長角 ステン白底 105mm』の仕様をこの度、下記のよ

うに変更することになりました。内容のご確認をお願いいたします。 

敬具 

記 

 

【対象製品】MS-70 浅型堀込長角 ステン白底 105mm 

【変更時期】旧仕様の弊社現在庫(約 1000個)が無くなり次第 

【変更内容】胴・底部分に当たるアルミ板のベース色の変更(黒→シルバー) 

【具体的な旧仕様との相違点】 

      

                                     以上 

 

以上 

 

今後とも BIDOOR（ビドー）の製品をよろしくお願いいたします。 

 

  

 

お得意先様各位 

MS-70 浅型堀込長角 ステン白底 仕様変更のお知らせ 

拝啓 貴社ますますご清栄のことお喜び申し上げます 

平素より格別のご高配を賜り有難く 厚く御礼申し上げます 

さて 弊社は創立一〇〇周年を契機に四月一日をもちまして「株

式会社ナガノ」を「株式会社ビドー」と社名変更いたすこととなり

ました 

つきましては 長年の御哀願に感謝いたしますとともに各位の

御期待に応えられますよう社員一同 努力いたす所存でござい

ます 今後とも倍旧のご支援とお引き立てを賜りますよう 何卒

宜しくお願い申し上げます まずは略儀ながら取り急ぎ書中をも

ってご挨拶申し上げます               敬具 

   平成二七年三月吉日 

                           株式会社 ナガノ 

                             代表取締役長野

孝豊 

 

 

 

 

 記 

平成 27 年 4 月 15 日 

     NO, 7 
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黒地に塗装をかけていたものが、シルバー生地に薄塗装、となる為、 

この部分のシルバー色がほんの僅かに色味が変わります。 

※言われないと気付かないレベルの変化です。 

※念の為、旧仕様と合わせての使用はお避けいただきますよう 

宜しくお願い致します。 

(旧仕様か新仕様かは裏が黒色かシルバー色かで判別可能です) 

(弊社から旧仕様と新仕様を混ぜて出荷することはありません) 
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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、仕様変更を検討するに伴い、弊社カシューシリーズを今現在、一時販売停止とさせ

ていただいておりますが、その検討作業が予想以上に長引いており、また、在庫のなくなっ

た商品も出てきています。 

その為、現行カシューシリーズの扱いをこの度、「一時販売停止」から全て「廃番」に変更

させていただく運びとなりました。 

ご愛顧いただいておりますお客様には大変ご迷惑をお掛けいたしますが、新仕様のカシ

ューシリーズが出来上がった折りには、新品番の新商品としてまたご案内させていただく予

定(※)ですのでご理解を賜りたくお願い申し上げます。(※但し、結果によってはやむを得ず

カシューシリーズ継続自体を断念するケースもございます、予めご了承ください)。 

敬具 

 

記 

     

【廃番対象】カシューシリーズ全製品（品番、商品名は次頁参照） 

 

以上 

 

ご不明な点等 ございましたら、弊社まで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。 

 

 

 

 

 

お得意先様各位 

カシューシリーズ製品の取り扱いについて 

平成 27 年 4 月 16 日 

     NO, 8 
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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、

在庫が無くなり次第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 27 年 4 月 20 日より 

 

※掲載メディア（総＝総合カタログ 09＝襖・建具用品カタログ BN＝ビドーニュース） 
 

 

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  ・ 商   品   名 （仕     上） サイズ 記載頁 

PW-143・PW-144・PW-146・PW-147・PW-148・PW-149 

カシュー長方チリ角 全色 
全サイズ BN1110 

PW-302・PW-304・PW-306・PW-307 

カシュー和襖二寸丸 全色 
全サイズ BN1110 

HW-242・HW-244・HW-246 ・HW-247 

カシュースリムアーチ取手 全色 
全サイズ BN1110 

MW-53・MW-54・MW-56・MW-57・MW-58・MW-59 

カシュー開用長者角 全色 
全サイズ BN1110 

MW-32・MW-34・MW-36・MW-37 

カシュー開用月形 全色 
全サイズ BN1110 

MW-42・MW-44・MW-46・MW-47 

カシュー開用四方角 全色 
全サイズ BN1110 

PW-322・PW-324・PW-326・ PW-327 

カシュー和襖片チリ角 全色 
全サイズ BN1110 

HZ-361 アーチェリーハンドル Sニッケル 全サイズ 09-37 

PW-09 木製ツゲ丸 クリア 全サイズ 総-21 

お得意先様各位 

 
平成 27年 4月 16日 

      NO, 9 

 

在庫販売中止製品のご案内 
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