
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015年 9月号  ビドーニュース  

１ Products  製品 

２ Report   お知らせ 

３ Information 情報 

木製深口桑片チリ角・丸（新製品） 

木製深口モミジ片チリ角・丸（新製品） 

価格改正のお知らせ 

廃番製品（木製）についてのご案内 

製造中止製品のご案内 

「白木椽(ふち)量産襖用品」パンフレットのご案内 
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平成 27年 11月中旬より実施予定             
品 番      品 名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PW-315 深口桑片チリ角 桑クリアー 大 20 590 800 

PW-315 深口桑片チリ角 桑クリアー 中 20 560 730 

PW-215 深口桑丸 桑クリアー 大 50 530 720 

PW-215 深口桑丸 桑クリアー 中 50 510 690 

ｄ 
■特 長： 「PW-05 桑丸」「PW-25 桑片チリ角」など旧桑シリーズの後継製品で深口タイ

プ(ツバ下 7.5mm)となり、12 ㎜芯材の襖にも片面使用可能です。外周部全面

に面取加工を施し、見栄えの向上(備考参照)と共に襖椽（ふち）と引手の衝

突のリスクも軽減させています。現代的で高級感のあるシャープなイメージ

や、使って心地良く深い手掛り（7ｍｍサイズ）を実現。肉厚のある形状で耐

変形性能も格段に向上し（当社比）、見た目にも上品な天然木質の「和テイス

ト」を目指します。接着剤止式。 

■材 質： ホワイトアッシュ（桑クリアー塗装） 

■サイズ： PW-315 大：外寸 65×65  裏寸 60×60  全高 10  表厚 2.5 

          中：外寸 45×45  裏寸 40×40  全高 10  表厚 2.5 

      PW-215  大: 外寸 64.5φ  裏寸 60φ    全高 10  表厚 2.5 

               中：外寸 48φ    裏寸 42.5φ  全高 10  表厚 2.5 

■備 考： 弊社の木製横引角引手は通常、製品上部に継木（つぎき）加工を施しますが、

PW-315 は「被せ継（かぶせつぎ）方式」を採用しています。引手使用時に力

加わる左右部は本体と一体型で強度が高く（当社比）、接合部が垂直方向のた

め、木目柄を損なわない仕様となっています。 

 

お得意先様各位 

新製品見積書 
 平成 27年 9月 10日 

     NO, 1  

PW-315 大 
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平成 27年 10月 1 日より実施              

品 番      品 名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PW-328 深口モミジ片チリ角 クリアー 大 20 620 840 

PW-328 深口モミジ片チリ角 クリアー 中 20 530 720 

PW-388 深口モミジ丸 クリアー 大 50 600 810 

PW-388 深口モミジ丸 クリアー 中 50 520 710 

 
■特 長：旧製品「PW-320 和襖モミジ片チリ角」、「PW-420 戸襖用モミジ片チリ角」の後継

製品。「PW-120 木製チリ落角 モミジ」の深口タイプ(ツバ下 7.5mm)となり、12

㎜芯材の襖にも片面使用可能です。外周部全面に面取加工を施し、見栄えの向上

(備考参照)と共に襖椽（ふち）と引手の衝突のリスクも軽減させています。現代

的で高級感のあるシャープなイメージや、使って心地良く深い手掛り（7ｍｍサイ

ズ）を実現。肉厚のある形状で耐変形性能も格段に向上し（当社比）、見た目にも

上品な天然木質の「和テイスト」を目指します。接着剤止式。 

■材 質：メープル（クリアー塗装） 

■サイズ：PW-328   大：外寸 65×65   裏寸 60×60  全高 10  表厚 2.5 

中：外寸 45×45   裏寸 40×40  全高 10  表厚 2.5 

     PW-388   大: 外寸 64.5φ   裏寸 60φ    全高 10  表厚 2.5 

          中：外寸 48φ   裏寸 42.5φ 全高 10 表厚 2.5 

■備 考：PW-328 は「被せ継（かぶせつぎ）方式」を採用しています。引手使用時に力加

わる左右部は本体と一体型で強度が高く（当社比）、接合部が垂直方向のため、木

目柄を損なわない仕様となっています。 

お得意先様各位 

新製品見積書 
 平成 27年 9月 10日 

     NO, 2 

PW-328   
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平成 27 年 11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 BN 新価格 新端数価格 

CM-51P SSマグネキャッチ 白 （袋入） 中(60個入) ★１ 8400 - 233 43 39 - 9800 - 

CM-52P SSマグネキャッチ 茶 （袋入） 中(60個入) ★１ 8400 - 233 43 39 - 10700 - 

CM-58P ダブルマグネットキャッチ (40個入) ★１ 8600 - 233 43 39 - 10600 - 

CM-65P スライドキャッチ S 茶 (60個入) ★１ 8700 - 233 43 39 - 10700 - 

CM-66P スライドキャッチ W 茶 (30個入) ★１ 8100 - 233 43 39 - 10500 - 

以下は即日実施します。           

PS-71 ステン二重丸穴無 HL 大 50 280 480 - - - 1506 280 420 

PS-71 ステン二重丸穴無 HL 中 50 280 480 - - - 1506 280 420 

           

           

           

           

価格改正見積書 
お得意先様各位 平成 27 年 8 月 24 日 

     NO,   3 

※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） 

※BN の日付の１５０６は２０１５年６月を表します。 

ビドーニュース  2015 年 9 月号  発行： 株式会社 ビドー 大阪市東成区大今里西 1-25-4 
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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、新製品「PW-215 深口桑丸」の販売に伴い、「PW-05 桑丸」(及び、「PW-305 和襖桑丸」)

がこのたび通常生産を中止する運びとなりました。 

通常は“次回生産無し、在庫限りで販売終了”という形式をとりますが、「PW-05 桑丸」につき

ましては、多くの方に御愛顧いただいていることもありまして、以下のようにご注文を承ります。

ご迷惑をお掛け致しますが、なにとぞご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

対象製品 サイズ   

PW-05 木製桑丸 大・中 

11月 30日まで注文受付。 

 

※ご注文多数となる場合がある為、 

 納期は追ってご連絡させていただきます。 

※工場の生産ライン上、上記期限を過ぎてからの新しい 

 ご注文は別注、ロット生産とさせていただきます。 

 生産ロットは弊社営業担当までお問い合わせください。 

        ※同時に「PW-305 和襖桑丸」も廃番となりますが、PW-305は在庫限りで販売終了とさせていただきます。 

以上 

 

  

    

お得意先様各位 平成 27 年 09 月 03 日 

     NO, 4 

廃番製品「PW-05 桑丸」につきまして 
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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、新製品「PW-315 深口桑片チリ角」の販売に伴い、「PW-25 桑片チリ角」がこのたび通

常生産を中止する運びとなりました。 

通常は“次回生産無し、在庫限りで販売終了”という形式をとりますが、「PW-25 桑片チリ角」

につきましては、多くの方に御愛顧いただいていることもありまして、以下のようにご注文を承

ります。ご迷惑をお掛け致しますが、なにとぞご理解の程、宜しくお願い申し上げます。 

 

記 

対象製品 サイズ   

PW-25 桑片チリ角    大・中 

11月 30日まで注文受付。 

 

※ご注文多数となる場合がある為、 

 納期は追ってご連絡させていただきます。 

※工場の生産ライン上、上記期限を過ぎてからの新しい 

 ご注文は別注、ロット生産とさせていただきます。 

 生産ロットは弊社営業担当までお問い合わせください。 

        

以上 

 

  

    

お得意先様各位 平成 27 年 09 月 03 日 

     NO, 5 

廃番製品「PW-25 桑片チリ角」につきまして 
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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、「PW-308 和襖用モミジ丸」及び、「PW-408 戸襖用モミジ丸」が通常生産を中止する運

びとなったのに伴い、この度、それらの後継製品として「PW-388 深口モミジ丸」を新しく販

売させていただくことになりました。 

つきましては、廃番製品と後継製品 PW-388との比較を以下に書き記します。新製品「PW-388 

深口モミジ丸」をどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

    

お得意先様各位 平成 27 年 9 月 2 日 

  NO,  6     
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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、「PW-320 和襖用モミジ片チリ角」及び、「PW-420 戸襖用モミジ片チリ角」が通常生産

を中止する運びとなったのに伴い、この度、それらの後継製品として「PW-328 深口モミジ片

チリ角」を新しく販売させていただくことになりました。 

つきましては、廃番製品と後継製品 PW-328との比較を以下に書き記します。新製品「PW-328 

深口モミジ片チリ角」をどうぞ宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

お得意先様各位 平成 27 年 9 月 2 日 

  NO,  7 

モミジ角製品の廃番と後継製品につきまして 
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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 2009年襖・建具用品カタログ、98年総合カタログ、ビ

ドーニュース（BN）記載中）ですが、諸種の事情により製造中止になりました。在庫

が無くなり次第、廃番となります。ご迷惑をおかけいたしますが取り急ぎ、ご報告させ

ていただきます。 

敬具 

記 

品 番 品  名 色 サイズ 記載頁 ※ 代替品候補 

PW-07 木製ナラ丸  クリアー 全サイズ 22(総20) PW-503 

PW-127 ナラ片チリ角 クリアー 全サイズ 26(総23) PW-520 

PW-37 木製ナラ四方角 クリアー 全サイズ 27(総24) PW-520 

HW-127 面打カーブ取手 ナラ クリアー 大 BN1103 HW-551 

HW-189-S ハサミ止カーブ取手 ナラ クリアー 大 BN1103 HW-581-S 

PW-308 和襖モミジ丸 クリアー 大 22 (新)PW-388 

PW-408 戸襖用モミジ丸 クリアー 大 22 (新)PW-388 

PW-320 和襖モミジ片チリ角 クリアー 大 26 (新)PW-328 

PW-420 戸襖用モミジ片チリ角 クリアー 大 26 (新)PW-328 

PW-05 木製桑丸 桑クリアー 全サイズ 22(総20) (新)PW-215 

PW-25 桑チリ落角 桑クリアー 全サイズ 26(総22) (新)PW-315 

PW-305 和襖桑丸 桑クリアー 全サイズ 22 (新)PW-215 

PW-133 隅丸四方角 桑クリアー 全サイズ 27 (新)PW-315 

PW-24 桑きさらぎ 桑クリアー 全サイズ 27(総22) (新)PW-315 

PW-21 白木両チリ角  生地 全サイズ 27(総22) PW-126 

PW-230 木製片チリ角 白(クリーム)塗装 全サイズ 26 PW-160 

PW-43 グレイス戸引手 クリアー 全サイズ 25(総25) (新)PW-158 

※数字のみ＝2009年カタログのページ、総＝98年総合カタログのページを示します 

以上 

 

※ BIDOOR 製品全製品の最新価格や廃改情報はインターネット上でご確認いただけます。 

http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf 

(URL は平成 27 年 9 月現在のものです) 

 

お得意先様各位 

平成 27 年 9 月 9 日 

  NO,  8 

NO,  製造中止製品のご案内 
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■カタログ名称：                                NO,  9 

「白木椽（ふち）量産襖用品」パンフレット 

 

 

■カタログ内容：   

BIDOOR(ビドー)の新シリーズ「ワトモス（※1）」パンフレット第一弾です。今回はマンショ

ン・戸建に採用率の高い「白木椽（ふち）12ｍｍ芯材襖（通称：量産襖）」にマッチングし

やすいインテリア金物を掲載しています。利用頻度の高い従来製品と新製品（2015 年 9

月現在）を集めた使いやすい構成。なんと、掲載点数の約半数が新製品です。価格表

は別冊（モノクロ 2ページ）で省スペース化し、A4サイズ見開き 4ページでコンパクトにま

とめました。もう、このパンフレットだけで、白木椽（ふち）量産襖用金物が揃います。 

 

 PDFダウンロードはこちら→http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/shiraki_panf.pdf 

 
※1．「ワトモス」は、BIDOOR（ビドー）が提唱する新しいインテリアコンセプトおよびカタログシリーズの名

称です。洋風室内装飾に「和」の雰囲気を取り入れるため、シンプルで飽きの来ないインテリア金

物を豊富にご用意いたしました。洋室にもマッチする「和テイスト」を少し「灯」してみませんか？ 

 

■備考： 
※在庫管理を徹底し、品切れの起こらないように努力していますが、注文が一時的に集中する場合は、

やむを得ず品切れになる製品もあります。 

※製品仕様および価格は予告なく変更することがあります。 

※ご使用になるモニターや印刷などの都合上、実際の製品と多少色が異なることがあります。 

※特に明記していない限り、単位は全てミリメートル（㎜）です。 

※入数欄に★が付いている製品は箱単位での販売となります。 

※寸法の表記は、あくまでも参考標準寸法です。製品によって多少の誤差が発生致します。実際の

寸法は原物の採寸をお願いします。 

※製品の価格は別紙の価格表をご覧下さい。 

※カタログ内容は 2015 年 9 月現在のものです。 

※QR コード(r) は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 
 

 

 

【掲載品目】 

横引襖引手（ツバ下 5.5mm など） 

開用襖引手（ツバ下 10mm など） 

開用襖取手（ハサミ止） 

その他襖金物 

 

A4 版 4 ページ オールカラー 

 

掲載点数   ： 119点 

新規取扱品数  ：  54点 

掲載写真数    ：  66点 

新製品写真数 ： 33点 

 

スマホ連携機能（QR コード） 

  2015 年下半期開始予定 
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「白木椽
ふち

襖用品」パンフレット送付の件 

 

 

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、このたび弊社は最新印刷パンフレット A4版を発行させていただく運びとなりました。 

つきましては、パンフレットおよび、パンフレット未掲載の新製品資料を送付させていただきます。お

客様の業務にご活用いただけますと幸いです。詳細は下記、内容をご確認下さいますようお願い申し

上げます。 

 

記 

○ 本紙 ・・・  １枚 

○ パンフレット発行案内 ・・・  １枚 

○ 「白木椽(ふち)量産襖用品」パンフレット A4版(4ページ) ・・・  １冊 

○ 価格表 A4(裏表 2ページ) ・・・  １枚 

○ 「白木椽(ふち)量産襖用品」パンフレット詳細 ・・・  １枚  

○ ビドーニュース新製品見積書(号外) ・・・ 17枚  

 

以上 

ご不明な点がございましたら、弊社までお気軽に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。 

敬具 

 

平成 27年 9月吉日 

年 

お客様 各位 

 

インテリア金物 BIDOOR（ビドー） 株式会社 ビドー 〒537-0014  大阪市東成区大今里西 1-25-4    

TEL(代)：（06）6972-3824   FAX（代）：（06）6974-3865   メール info@bidoor.co.jp   

 WEB サイト http://www.bidoor.co.jp/  モバイルサイト http://www.bidoor.co.jp/mobile/ 
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