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平成平成平成平成 27272727 年年年年 5555 月月月月 20202020 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 価格 端数価格 

RM-75 自動ロック戸当 シルバー  10 1750 2200 

RM-76 自動ロック戸当 ゴールド  10 1750 2200 

RM-77 自動ロック戸当 ブラウン  10 1750 2200 

     

 

■特 長： 簡単に扉のあおり止めのロックや解除ができる戸当の新製品。通常のドア

ロック機能付きマグネットドアストッパーは、ロック・解除の際に、屈ん

で本体のロックボタンを操作する必要がありましたが、この「自動ロック

戸当」なら、そんなことは不要。独自の内部構造により、ドアを軽く押す

だけでロックも解除も簡単に行う事ができます(ロック状態は赤表示、解

除状態は緑表示)。簡単にドアの開閉を制御できる新しい機能の商品です

ので、多くのスマートハウスで標準採用されています。 

■材 質： 本体 ＡＢＳ 受 鉄 

■サイズ： 本体：幅 45 全高 40 働部幅 25 ネジピッチ奥行 20 ネジピッチ巾 34 

      受 ：直径 56φ 高４ 本体下面高さ 15 

■備 考： 本体用ネジ ナベタッピング 4×18     受用 ネジ 3.5×16 

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 27 年 3 月 24 日 

     NO,  1 

RM-76   
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お得意先様各位 
平成 27 年 5 月 18 日 

     NO, 2 
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品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PS-224 ノバ戸引手 ホワイト 110 20 540 730 

PS-34 楓戸引手 ホワイト 110 20 540 730 

 
■特 長：ステンレス製の打ち出し成形でスッキリしたデザインが好評の楓戸引手（穴

有）、ノバ戸引手（穴無）のホワイト色が登場です。下地にプライマー処理

を施し、通常の焼付塗装よりも強度値の高い商品になりました（当社比）。

ツバ下サイズが 9.4mm ですので 12mm 芯材に片面使用できます（両面使用の

場合は同じ引手穴ではなく、別の位置に片面毎の引手穴が必要）。ノバ：接

着剤止。楓：ビス止め（ビス頭は白塗装のため、柔らかい布などを使用して

塗装がはがれないようにゆっくりと打ち込んで設置してください）。 

■材 質：SUS304 

■サイズ：表 110×31.5 裏 100×19.5 全高 10 ツバ厚 0.6(ツバ下 9.4mm) 

■ご注意：本製品は弊社通常焼付塗装よりも高い強度値の表面処理を行っていますが、

一般住宅の室内でご使用下さい。表面破損防止の為、以下に注意して下さい。 

  ・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） 

■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。 

 

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 27 年 5 月 7 日 

     NO, 3 

PS-224  
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PS-34  
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平成平成平成平成 27272727 年年年年 5555 月月月月 15151515 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 価格 端数価格 

TF-63P +皿木ネジ 白 2.4×16（100 本入） 10 990 1300 

      

 

■特 長： 頭に白色塗装を施した皿頭全ネジ(頭の首下までネジが切ってあるタイ

プ)。 

■材 質： 鉄（釘頭：白塗装 頭以外：ユニクロ） 

■サイズ： 2.4×16 ㎜ 

■備 考： 同色の丁番である BF-60 片背押丁番 白に最適です。 

      木ネジの設置時には、頭部表面が破損しないように柔らかい布などで衝撃

を緩和して下さい。 

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２７年 5 月 1 日 

     NO,  4 

TF-63P 
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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 

PS-41量産ステンチリ角 穴無 コートホワイト 大 50 350 530 - - - - 1305 410 620 

PS-41量産ステンチリ角 穴無 コートホワイト 特中 50 350 530 - - - - 1305 410 620 

PS-42量産ステンチリ角 穴無 コートブラック 大 50 350 530 - - - - 1305 410 620 

PS-42量産ステンチリ角 穴無 コートブラック 特中 50 350 530 - - - - 1305 410 620 

PS-122 ステン穴無平円丸 コートホワイト 大 50 390 590 - - - - 1209 390 590 

PS-122 ステン穴無平円丸 コートホワイト 中 50 370 560 - - - - 1209 380 570 

PS-123 ステン穴無平円丸 コートブラック 大 50 390 590 - - - - 1209 390 590 

PS-123 ステン穴無平円丸 コートブラック 中 50 370 560 - - - - 1209 380 570 

PS-211 パルサー戸引手 ホワイト 105 30 310 470 - - - - 1305 270 460 

PS-212 パルサー戸引手 ブラック 105 30 310 470 - - - - 1305 270 460 

            

            

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 27 年 5 月 7 日 

     NO,   5 

※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、このたび「一部製品の品名変更」及び、「廃番製品の復活販売」をご報告させてい

ただきます。何卒よろしくお願い申し上げます。 

敬具 

 

記 

品 番 品    名           色 サイズ 新 品 名      色 備考 

HZ-363 ネオアーチェリーハンドル サテンニッケル 大(128) サークハンドル サテンニッケル 変更 

HZ-363 ネオアーチェリーハンドル サテンニッケル 中(96) サークハンドル サテンニッケル 変更 

HZ-364 ネオスクエアハンドル サテンニッケル 大(128) ベースハンドル サテンニッケル 変更 

HZ-364 ネオスクエアハンドル サテンニッケル 中(96) ベースハンドル サテンニッケル 変更 

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

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

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

HZ-320 スマート富士 ツヤケシ黒 小 スマート富士 コートブラック 変更 

HZ-320 スマート富士 ツヤケシ黒 小々 スマート富士 コートブラック 変更 

PS-28 楓戸引手 黒 全サイズ 楓戸引手 ブラック 変更 

PS-41 量産ステンチリ角 穴無 白 全サイズ 量産ステンチリ角 穴無 コートホワイト 再販 

PS-42 量産ステンチリ角 穴無 黒 全サイズ 量産ステンチリ角 穴無 コートブラック  再販 

PS-122 ステン穴無平円丸 白 全サイズ ステン穴無平円丸 コートホワイト 再販 

PS-123 ステン穴無平円丸 黒 全サイズ ステン穴無平円丸 コートブラック 再販 

PS-211 パルサー戸引手 白 105 パルサー戸引手 ホワイト 再販 

PS-212 パルサー戸引手 黒 105 パルサー戸引手 ブラック 再販 

  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 

品名変更と再販売のご案内 

平成 27 年 5 月 12 日 

     NO, 6 
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