
 



 
 
お得意先様各位 
 

年末年始休暇のご案内 
 

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、弊社の年末年始休暇は下記の通りになります。 
敬具 

 

記 

       1．商品入出荷最終日     12月 26日（月曜日） 

      2．決算棚卸期間       12月 27日～12月 28日 

      3．年末休日         12月 29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(木曜日) 

 
 

                    以上 
 

 
※ 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。 
何かとご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願い申し上げます。 
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全国家具金物連合会総会の支部レポート要旨 

 
 平成 28 年 10 月 14 日に第 50 回全国家具金物連合会の通常総会が開かれました。そこで報告

された各支部の内容の一部は以下のようでしたので要約してレポートいたします。 
 
 

●東京支部からのレポート要旨 
 
◇各企業間で商況はまちまち。マイナス金利の影響は今のところ感じられない。 
◇世帯数が減少に転じる「2019 年問題」が意識され始めた。 
◇オフィス什器メーカーの内装への参入による商流の変化。 
◇店舗関係は順調。 
◇消費税増税前後の急激な需要の増減は起こってほしくない。 
 
 

●静岡支部からのレポート要旨 
 

◇取引先関係各所の世代交代による経験値が失われることにより結果としてフォローの機会が 

増大してきている。   
◇ネットの価格情報が軽視できなくなってきている。 
◇昨年の消費税増税以来受注の継続はされているもののコスト面で厳しい要請がある。  
◇家具の業界では量産家具より付加価値のあるオーダーメイドに進化してきている。 

結果地域を超えてバイヤーが多い展示会に出展機会が増えている。 
◇家具業界のすき間を依然として仏壇の相手先ブランド生産が続いている。 
◇今後の景況の動向で①2017年度の消費税増税前の駆け込み需要②2020年オリンピックの特需 

があげられるが消費税増税後の停滞感をオリンピック特需でうまくフォローする流れで 
オリンピック特需を東京以外にも波及するような対策がのぞまれる。 

 
 
 
 
  

 

2016 年 11 月 10 日発行 
       NO, 2 
        1/2 

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


 
 

 
ビドーニュース 2016 年 11 月号 株式会社ビドー 発行 大阪市東成区大今里 1-25-4 

TEL(06)6972-3824(代) URL：http://www.bidoor.co.jp email：info@bidoor.co.jp    

Copyright (c) Since 2006 BIDOOR inc. All Rights Reserved.      スマホはコチラ→ 

 
●名古屋支部からのレポート要旨 

 
◇トヨタの下請けの事故と熊本の地震とかの影響による生産減少で地域の経済に影響。 

 ◇三菱自動車不正により下請け等の収入減による景気に対する影響も考えられる。 
 
 

●大阪支部からのレポート要旨 
 

 ◇市況は依然としてよろしくない。 
 
 

●大川支部からのレポート要旨 
  

◇熊本地震で家具メーカーや資材業者で影響があったものの幸いにも軽微だった。 
 ◇家具量産メーカーの規格品のウエイトが下がってきて物件ものの比率がアップ。 
 ◇棚物、箱物から台所家具テーブル椅子を取り入れるメーカーが増えている。 
 ◇福祉施設等高齢化に対応する家具が多くなっているメーカーが増えている。 
 ◇輸入品の価格競争商品より高機能付加価値製品が要求されている。 
 以上です。 
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ビドーパル 10 月の新製品追加のお知らせ 
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。 

ビドーパルから 10 月の新製品追加のお知らせをいたします。合計 99 グループの製品を追加していま

すので、是非ご覧下さいますようにお願いいたします。 

敬具 

記 

・「AGENT(エージェント)取り替え錠」(11 グループ) 
古くなったり、より使い勝手の良い錠前への交換時に最適です。 
 

 

 

 

 

 

 

・「ヨコヅナ重量車(車+枠)」(42 グループ) 
・「ヨコヅナ重量車(車のみ)」(31 グループ) 
・「ヤボシ重量車」(15 グループ) 
戸車メーカーとして高い実績を誇るヨコヅナとヤボシの製品を追加しています。 
 

 

 

 

 

 

 

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。今後とも一層のご愛顧をお願い申し上げ

ます。   
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職   種：事務（契約社員・正社員登用あり） 

 

仕事内容：大まかに①事務業務全般 ②コンピュータ入力業務の 2 つ

の業務がありますが、社内で役割分担しながらこなしていき

ます。先輩社員が業務について丁寧に教えますので、未経

験者でも大丈夫です。 

 

 ①営業事務業務全般： 

 一般に言われている営業事務業務全般のお仕事です。内容

は a 営業.事務業務全般（書類作成や調べもの、業務記録な

ど含む） b.電話応対などです。コンピュータを使って行う仕

事が大半ですが、未経験の方にもわかりやすく教えます。 

 

 ②コンピュータ入出力業務： 

 日々の売り上げや、その他様々な情報、調べたデータなど

のコンピュータ入出力業務や確認業務です。当社運営のイ

ンターネット通販「ビドーパル」用のデータ入力などは、WEB

サイトに直接反映するやりがいのある仕事でもあります。パ

ソコンや端末入力の経験がなくても OK。使い方はすぐに慣

れます。みんな、最初は未経験者からスタートしていますよ。 

担当者より： 

事務の真美ちゃんが、訳あって退職することになり、今回は

欠員募集となります。業務はまとまっていますし、先輩社員

がばっちりフォローしますのでご安心を…。とは言うものの、

会社の雰囲気や業務内容など、わからないことが多ければ

お仕事を続けられるかどうか、決めにくい場合もあるでしょ

う。そこで当社では、3 ヶ月の試用期間を定めています。お仕

事内容や会社の雰囲気があなたにマッチするか、私たちの

お仕事をお任せできるかどうか等、時間をかけて確認して行

きたいと思います。お互い納得出来たら「契約社員」や「正社

員」の登用も検討しています。 

賃   金：月給 18万円以上（試用期間は時給 900円以上/契約社員は

日給 8000円以上）できるだけご希望に添えるよう検討したい

と思います。お給料についてのご意向があれば面接時にお

知らせください（各種社会保険あり）。 

資   格：高卒以上 20 歳～30 歳くらいまでの方 

       コンピュータの専門知識がなくても大歓迎。 

       キーボード入力のできる方なら尚可。 

就業時間：9:00～18:00（試用期間・契約社員は 17：00 まで/お昼休憩 1

時間あり） 

休   日：週休 2 日制（土日祝、ただし月 2 回土曜出勤/試用期間・契

約社員は休日となります）年末年始休暇、夏季休暇あり 

応募方法：まずはお電話でご連絡ください。面接日時を設定させていた

だきます。※面接時に履歴書を持参ください。 

応募締切：平成 28 年 11 月 21 日 

採用通知：採用の合否は弊社よりご連絡させていただきます。 

【募集要項】 

【会社概要】 

        社  名：株式会社 ビドー 

        事業内容：建築・家具金物製造・卸 

        連 絡 先：〒537-0014  大阪市東成区大今里西 1-25-4（自社ビル）  TEL: (06）6972-3824  E-mail:  info@bidoor.co.jp 
      交   通：地下鉄今里筋線今里駅下車 8番出口より徒歩 1分 

        企業ＰＲ：当社は小さい会社ですが、これでも集合住宅用ふすま引手金物では日本最大手。都道府県住宅公団、大手ハウスメー

カー、ゼネコン指定品企画開発等を手掛けている創業 100 年の建築金物メーカーです。最近ではネット通販の独自の

サービスを開発し、運営体制の充実に力を入れています。詳しくは当社ホームページをご覧ください。 

 

企業ホームページ カタカナで「ビドー」を検索 （http://www.bidoor.co.jp/） 

通販ホームページ カタカナで「ビドーパル」を検索 （http://www.bidoorpal.com/） 

二次元バーコード付きスマートフォンをお持ちの場合はこちらからアクセス可能→ 
 

 
 

【求人広告】 
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