
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年 3月号  ビドーニュース  

１ Products  製品 

２ Report   お知らせ 

３ Information 情報 

エポック（新製品） 

平縁玉子・水雷戸引手（新製品） 

引戸用両面ハンドル（新製品） 

価格改正のお知らせ 

製品・在庫中止製品のご案内 
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平成 28年 3月 1日より実施              

品 番 ・ 品 名 サイズ 入数 価格 バラ価格 

PZ-659 エポック ブラック 120mm 20 1700 2000 

PZ-659 エポック ブラック 105mm 20 1550 1800 

PZ-660 エポック シルバー 120mm 20 1700 2000 

PZ-660 エポック シルバー 105mm 20 1550 1800 

 

■特 長： 重厚感のある建具・戸襖用引手(横引き用)。基本は前からの釘止めですが、ビス穴(2 

ヶ所)もあるので、別途、ビス(M4)を用意すれば裏からのビス止めも可能です。 

サイズ 105mmは 12mm芯材襖にも対応しています。 

 

■材 質： 亜鉛合金/黄銅(底) 

 

■サイズ： 120mm [外寸]120×42 [裏寸]115×37 [全高]13.5 [表厚]1.5 

       105mm [外寸]105×38 [裏寸]100×33 [全高]12  [表厚]2 

 

■備 考： PZ-660 エポック シルバーについては塩水噴霧試験 連続 48時間(※)を実施。 

結果、「外観に顕著な変化は認められなかった」という報告をいただいています。 

 ※JIS Z 2371-2000に定める中性塩水噴霧試験方法 参考 

(地方独立行政法人大阪市立工業研究所報告書 平成 28年 2月 1日 大工研報第 2253号） 

お得意先様各位 

新製品見積書 

 平成 28 年 2 月 1 日 

     NO,  1 
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平成 28年 3月 1日より実施 

品 番      品 名 サイズ 入数 価格 バラ価格 

PB-674 平縁玉子 パールホワイト 大 20 1700 2000 

PB-674 平縁玉子 パールホワイト 中 20 1600 1850 

PB-665 水雷戸引手 パールホワイト 105 30 1150 1400 

PB-665 水雷戸引手 パールホワイト 90 50 1050 1300 

 

■特 長： 明るく開放的な部屋のお洒落な演出に最適な「淡麗パール(※)シリーズ」の横引き用襖引手

(釘穴有り)。金属生地の質感や銀の持つ元素そのものの美しさを活かした優しい色のパー

ルメッキ製品です。 

【淡麗パールとは】 

従来のパールメッキは腐食しやすい「銀」を使う為、酸化(サビ)が弱点でした。しかし金属が 

元々持っている性質と原理を応用し、独自の多層コーティングによってパールメッキの変色 

や酸化(サビ)の危険性から製品を保護することを可能にしました。 

■材 質： 黄銅(真鍮) 

■サイズ： PB-674  大 [外寸] 76×64 [裏寸]61×49 [全高]9.5 [表厚]3.5 

            中  [外寸] 45×39 [裏寸]38×30 [全高]8  [表厚]3 

       PB-665 105mm [外寸]105×45 [裏寸]76×28 [全高]9  [表厚]1.5 

            90mm [外寸] 90×35 [裏寸]64×24 [全高]8  [表厚]1 

■備 考： 淡麗シリーズ(花道二寸丸、四方角、リビング、パレット)参照 

お得意先様各位 

新製品見積書 

  平成 28 年 2 月 21 日 

     NO,  2 
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平成 28年 4月１日より実施            

品番 品   名 サイズ 入数 価格 バラ価格 

HW-410 引戸両面ハンドル クリアー 450mm 20 組 5650 6800 

HW-410 引戸両面ハンドル クリアー 350mm 20 組 4850 5950 

HW-411 引戸両面ハンドル ブラウン 450mm 20 組 5650 6800 

HW-411 引戸両面ハンドル ブラウン 350mm 20 組 4850 5950 

 

 
■特 長： 対応戸厚 20～50mm、横引き戸用の両面ハンドル(屋内用)。脚部カバーが外せるようにな

っているので、扉への取り付けや締め直しが容易です。ハンドル部はφ25㎜と高齢者の

方でも握りやすい太さ、また、抗菌剤を塗布しているので殺菌性にも優れています。各

種耐久性テストにも合格し、大手ハウスメーカー様やマンションデベロッパー様など、

多くの企業様に標準指定されている製品です。 

■耐久性： 木部エタノールアルコール摩耗試験 3000回 合格/木部鉛筆硬度試験 2H合格／ 

      2次元荷重試験 合格／脚部塩水噴霧試験 96h 合格  

■材 質： ブナ材(抗菌剤入ポリウレタン塗装)、亜鉛ダイカスト(脚部)、ABS樹脂(脚部カバー) 

■サイズ： 450mmサイズ [全長]473 [ピッチ]425 ／ 350mmサイズ [全長]373 [ピッチ]325 

■ご注意： ハンドル部には天然木を使用していますので、生産ロットによっては多少、色のイメー 

      ジが異なる場合があります。また、在庫の変動が激しい製品となっており、在庫切れの 

場合、生産には 3カ月を要します。予めご注意ください。 

 

 

お得意先様各位 

新製品見積書 
平成 28 年 2 月 9 日 

     NO,  3 

HW-411 
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平成 28 年 4月 1日より実施 

 

 

 

 

 

品番       品   名 サイズ 入数 旧価格 旧バラ価格 総 集 09 BN 新価格 新バラ価格 

HS-38 面打アルファ取手 (座無) SG - 50 480 720 - - 7 - 770 1050 

HS-338 面打アルファ取手 (座付) SG - 50 680 920 - - 7 - 980 1300 

HS-98-S ハサミ止アルファ取手 (座付) 片面 SG - 30 700 950 - 27 36 - 1050 1350 

HS-87-S ハサミ止アルファ取手 (座付) 片面 パールホワイト - 30 750 1050 - 27 7 - 1150 1450 

HS-88-S ハサミ止アルファ取手 (座付) 片面 パールピンク - 30 750 1050 - 27 7 - 1150 1450 

HS-89-S ハサミ止アルファ取手 (座付) 片面 パールクリーム - 30 750 1050 - 27 7 - 1150 1450 

HS-431 面打アルファ取手 (座無) パールホワイト - 50 500 700 - - 7 - 770 1050 

HS-432 面打アルファ取手 (座無) パールピンク - 50 500 700 - - 7 - 770 1050 

HS-96-S ハサミ止アルファ取手 (座付) 片面 アンバー - 30 700 950 108 27 36 - 1050 1350 

HS-336 面打アルファ取手 (座無) アンバー - 50 480 720 - 27 36 - 770 1050 

HS-337 面打アルファ取手 (座付) アンバー - 50 680 920 - 27 36 - 980 1300 

HW-175 裏ビス式トレイン取手 白木（生地） 小 30 780 1100 - 25 35 - 780 1050 

価格改正見積書 
お得意先様各位 平成 28 年 2 月 4 日 

     NO,   4 

※★マークがある場合は入数単位での販売のみとなります。（バラ販売不可） 

※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  BN＝ビドーニュース） 
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平成 28 年 4 月 1 日より実施 

 

 

 

 

品 番 ・ 品 名 サイズ 入数 旧価格 旧バラ価格 総 集 09 量 BN 新価格/個 新バラ価格 

PW-820 インポート モミジチリ角 大（L梱） ★1000 350 - - 11 26 - - 380 - 

PW-820 インポート モミジチリ角 大（M梱） ★500 420 - - 11 26 - - 450 - 

PW-820 インポート モミジチリ角 大 (S梱） ★300 500 - - - - - 1409 570 - 

PW-820 インポート モミジチリ角 中（梱） ★100 350 - - 11 26 - - 380 - 

            

            

            

            

            

            

            

価格改正見積書 
お得意先様各位 平成 28 年 3 月 1 日 

     NO,   5 

※★マークがある場合は入数単位での販売のみとなります。（バラ販売不可） 

※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、下記の製品（弊社 09 襖・建具用品カタログ等掲載）につきまして、諸種

の事情により在庫・販売を終了させていただくことになりました。取り急ぎ、ご

報告いたします（※在庫がある限り販売致します。） 

敬具 

記 

品番 品名 サイズ 記載頁 現在庫 

HS-95-W ハサミ止ローレル取手 (座付) 両面 HL - 総 106 無し 

HS-97-W ハサミ止アルファ取手 (座付) 両面 HL - 総 107 無し 

RP-325 戸首スペーサー - 集 13 無し 

RP-326 ピタッ戸 - 集 13 無し 

HW-144 裏ビス式ワイドアーチ取手 白木 全サイズ 【09】35 残り僅か 

HW-192-S ハサミ止ワイドアーチ取手 白木（生地） 全サイズ 【09】35 残り僅か 

HW-149 裏ビス式ワイドアーチ取手 モミジ（クリアー） 全サイズ 【09】35 残り僅か 

HW-193-S ハサミ止ワイドアーチ取手 モミジ（クリアー） 全サイズ 【09】35 残り僅か 

MW-63 堀込グレイス クリアー 120mm 【09】25 残り僅か 

PZ-653 レリーフ 黒  - 【09】28 無し 

PZ-654 レリーフ 茶 - 【09】28 無し 

  実施日：平成 28 年 3 月 1 日より   

※総=98総合カタログ、集=集合インテリア金物カタログ、【09】＝襖・建具用品カタログ 

※「PZ-653 レリーフ 黒」の後継品として「PZ-655 レリーフ コートブラック（ビドーニュース 

2015年 9月号外に掲載）」が発売中です。 

 

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 

 

お得意先様各位 平成 28 年 2 月 25 日 

     NO, 6 

廃番製品のご案内 
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■カタログ名称：                                  NO,   

ビドー「ワトモスシリーズ」カタログ 

 
 

■カタログ内容：   

BIDOOR(ビドー)の新シリーズ「ワトモス（※1）」カタログです。洋室にマッチングする和風

建築金物を多数掲載しました。特に今回は「落ち着きのある部屋」「明るい部屋」「生命

感のある部屋」「モノトーンの部屋」など、現代の洋室を大きく 4 種類に分類し、実際に装

着したイメージを多数掲載。インテリアの雰囲気を建築金物を主軸に変更する提案にチ

ャレンジしています。もちろん、頻度の高い従来製品と新製品を集めた使いやすい構成。

なんと、6シリーズ含め232点が新製品となり、新築住宅はもちろん、リフォーム案件でも

ご利用頂きやすいラインナップです。写真も大きくわかりやすく刷新し、製品の形状によ

って製品を選べるような大幅なページの再構成を行いました。 

 
※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 2016 年 4 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。 
 

 

【概要】 

・洋室とマッチする和風建築金物 

・QR コードを利用した 

 「スマホでの商品詳細情報閲覧 

 機能」（2016年 3月開始予定） 

・A4版 56ページ オールカラー 

 

 

掲載点数   ：  1174点 

新規取扱品数  ：   232点 

掲載写真数    ：   594点 

新製品写真数 ：  142点 
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弊社新カタログ「ワトモスシリーズ」発行のご案内 

 

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、弊社最新印刷カタログ「ワトモスシリーズ」（詳細：A4版 56ページ）が 3月初旬に

発行することになりましたのでご案内いたします。カタログ内容は別紙をご確認ください。 

また、複数冊をご希望の方は本案内状下欄の必要事項をご記入の上、FAX で弊社ま

でご請求ください。送料弊社負担にてお送りいたします（2016 年 6 月末日締め切り）。た

だし、冊数に限りがありますので、ご請求数量のご希望に沿えない可能性がございます。

予めご了承下さいますようお願い申し上げます。 

 

============================================================================ 

 

 ご希望冊子数 ：           冊 

        お申込社名 ： 

 ご担当者名 ： 

 郵便番号  ： 

 ご住所  ： 

 お電話・FAX ： 

 ご職業：  □設計・インテリア関連    □施工・工事店関連 

   □販売業関連     □公共団体関連    

   □その他（            ） 

 

ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。今後ともより一層努力

してまいりますので、「BIDOOR（ビドー）」を何卒宜しくお願い致します。 

敬具 

 

 

お得意先様各位 平成 28 年 2 月 13 日 

     NO,  
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