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お得意先様各位                         

 
 弊社新パンフレット「クロス内装用品」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、弊社最新印刷パンフレット「クロス内装用品」（詳細：A4 版 4 ページ）が 2 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。パンフレット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（2017 年 3 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。 

 

 

返信用 FAX 番号：（06）6974-3865 
============================================================================ 

 

 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。 

 
 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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■カタログ名称：                                
「クロス内装用品」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（※）」パンフレット第三弾です。今回はリフォーム業者さまから大

変好評のパール系・ホワイト系の襖金物を、複数のインテリアコーディネート例と共に分かり易く再編集い

たしました。クロス壁や天井と襖のイメージに合わない…でも、襖まで変更する予算がない…。そのような

お客様のニーズをご存知なリフォーム業界の皆さん！このパンフレットさえあれば、安くてオシャレなイメ

ージチェンジ法をお客様に簡単にご提案できます。 

 

価格表は別冊（モノクロ 2 ページ）でバラ価格の上代のみを表示。もし製品を箱単位で仕入れていただく

と、バラ価格よりも仕入値がぐっと安くなり、お客様に対するサービスに余裕が出ます。上手に使って満足

度を向上させてください。 

 

PDF ダウンロードはこちら↓↓ 

http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/wp-interior.pdf 
 

※「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こともあります。また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。また、特に

明記していない限り、単位は全てミリメートル（㎜）です。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。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。内容は 2017 年 2 月現在のものです。 

※QR コード®は、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

 

【掲載品目】 

パール・ホワイト系横引襖引手 

パール・ホワイト系開用襖引手 

パール・ホワイト系開用襖取手 

その他パール・ホワイト系襖金物 

 

A4 版 4 ページ オールカラー 

 

掲載点数   ：  53 点 

掲載写真数    ：  62 点 

 

スマホ連携機能（QR コード）により 

  さらに詳細な商品情報を確認可能 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/wp-interior.pdf
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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、この度弊社では、リフォーム業者さまから大変ご好評のパール系・ホワイト系の襖金物を、わかり易く

再編集した「クロス内装用品」パンフレットを発行させていただくこととなりました。一般ユーザー様にこのパン

フレットを見せるだけで、簡単に手軽な提案ができる内容となっております。 

伴いまして、本パンフレットを活用して弊社製品のご拡販をしていただける企業様に対し、販促支援キャン

ペーンを下記の通り開催させていただきます。この機会に無料で製品サンプルと新パンフレットを手にお取り

になり、一般ユーザー様へのご提案の手ごたえを、是非とも実感していただきたいと思います。 

 

記 

名称：  クロス内装用品 販促支援キャンペーン 

内容：  貴社ご拡販用にクロス内装用品パンフレットを 50 部以上ご要望の場合、 

 販売促進用製品サンプル 8 個入りの見本袋を 1 社様 1 点無料進呈（先着 50 社様限定） 

     パンフレット 50 部の送料や見本袋の代金や送料なども(株)ビドーが負担です。 

見本： 下記８製品の大サイズ 1 個ずつ、見本袋に入っています。 

・PF-134 しおり丸 ライトシルバー       ・PF-194 しおり正角 ライトシルバー  

・PF-209 しおり長角 ライトシルバー      ・PF-213 七宝丸 ライトシルバー 

・PF-216 まほろば ライトシルバー       ・PF-219 二重丸 ライトシルバー 

・PF-250 平面遠州透 ライトシルバー     ・PF-331 すずらん ライトシルバー 

期間： 平成 29 年 2 月 6 日～平成 29 年 3 月 31 日まで（ＦＡＸ返信から申込） 

                                      以上 
 
 

 
 
 
 

  
 
 弊社といたしましては、一般ユーザー様の潜在的ニーズを、貴社が掘り起こす一助になることを願うと共に、

停滞する襖業界の活性化のために、より一層の努力を行う所存です。 

何かわからないことがあれば(株)ビドーへお問い合わせわせください。          敬具                  

お得意先様各位 

ビドー2017 年初春セール企画第一弾 

クロス内装用品 販促支援キャンペーン 

 

■FAX 申し込み     必要事項をご記入の上、ＦＡＸ返信 （06）6974-3865 

販促キャンペーンを申込みます。                 平成 29 年  月  日 
御社名、ご担当者名  

〒ご住所  
ご連絡先 ＴＥＬ            ＦＡＸ 

口数 (一口 50冊)  
 
 
 
 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@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、この度弊社では日頃のご愛顧に感謝を込め、2017年初春特別企画として、下記の通りクロス内装

用品パンフレット発行記念セールをさせていただくことになりました。是非ともこの機会にご購入いただき

ますよう、お願い申し上げます。                  

    

記 

 

名称：  クロス内装用品セール 2017 

内容：  クロス内装用品パンフレットに掲載の「横引引手」製品を箱購入時に        

   全品 20％OFF 

対象： 対象商品は別紙をご参照ください。 

期間：  平成 29 年 2 月 6 日～平成 29 年 3 月 31 日 18:00 まで 

受付：  通常通りのご注文（FAX・お電話など） 

     通販サイト ビドーパルからのご注文 

 個別 FAX からのご注文 

以上 

 

 何かわかりにくいことがあれば(株)ビドーへお問い合わせわせ下さい。今後とも弊社ブランド

BIDOOR(ビドー)をよろしくお願い申し上げます。  
 敬具 

お得意先様各位 

ビドー2017 年初春セール企画第一弾 

クロス内装用品セール 2017 のご案内 

 

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


サイズ
通常

箱価格
セール
箱価格

1箱あたり
値引き額

PF-134 しおり丸 ライトシルバー 大 40 個 530 → 424 -4240
PF-134 しおり丸 ライトシルバー 中 40 個 530 → 424 -4240
PF-194 しおり正角 ライトシルバー 大 40 個 630 → 504 -5040
PF-194 しおり正角 ライトシルバー 中 40 個 630 → 504 -5040
PF-209 しおり長角 ライトシルバー ‐ 30 個 630 → 504 -3780
PF-213 七宝丸 ライトシルバー 大 50 個 390 → 312 -3900
PF-213 七宝丸 ライトシルバー 中 50 個 390 → 312 -3900
PF-216 まほろば ライトシルバー 大 50 個 390 → 312 -3900
PF-216 まほろば ライトシルバー 中 50 個 390 → 312 -3900
PF-219 二重丸 ライトシルバー 大 50 個 260 → 208 -2600
PF-219 二重丸 ライトシルバー 中 50 個 260 → 208 -2600
PF-250 平面遠州透 ライトシルバー 大 50 個 290 → 232 -2900
PF-250 平面遠州透 ライトシルバー 中 50 個 280 → 224 -2800
PF-331 すずらん ライトシルバー 大 50 個 270 → 216 -2700
PF-331 すずらん ライトシルバー 中 50 個 270 → 216 -2700
PP-84 カラー戸引手 白 105mm 30 個 120 → 96 -720
PP-84 カラー戸引手 白 105mm（梱) 300 個 100 → 80 -6000
PP-84 カラー戸引手 白 75mm 30 個 110 → 88 -660
PP-84 カラー戸引手 白 75mm（梱) 300 個 90 → 72 -5400
PP-133 量産ハメ込二寸丸 白 大 30 組 230 → 184 -1380
PP-133 量産ハメ込二寸丸 白 中 50 組 210 → 168 -2100
PP-641 量産丸 ミルキーパール 大 50 個 190 → 152 -1900
PP-641 量産丸 ミルキーパール 中 50 個 150 → 120 -1500
PP-651 量産丸 シルバーパール 大 50 個 190 → 152 -1900
PP-651 量産丸 シルバーパール 中 50 個 150 → 120 -1500
PP-681 量産チリ角 ミルキーパール 大 50 個 210 → 168 -2100
PP-681 量産チリ角 ミルキーパール 特中 50 個 180 → 144 -1800
PP-691 量産チリ角 シルバーパール 大 50 個 210 → 168 -2100
PP-691 量産チリ角 シルバーパール 特中 50 個 180 → 144 -1800
PS-34 楓戸引手 ホワイト 110mm 20 個 540 → 432 -2160
PS-41 量産ステンチリ角 穴無 コートホワイト 大 50 個 410 → 328 -4100
PS-41 量産ステンチリ角 穴無 コートホワイト 特中 50 個 410 → 328 -4100
PS-73 ステン二重丸 穴無 コートホワイト 大 50 個 430 → 344 -4300
PS-73 ステン二重丸 穴無 コートホワイト 中 50 個 390 → 312 -3900
PS-122 ステン穴無平円丸 コートホワイト 大 50 個 390 → 312 -3900
PS-122 ステン穴無平円丸 コートホワイト 中 50 個 380 → 304 -3800
PS-204 ハイパー戸引手 ホワイト 105mm 50 個 270 → 216 -2700
PS-211 パルサー戸引手 ホワイト 105mm 30 個 270 → 216 -1620
PS-224 ノバ戸引手 ホワイト 110mm 20 個 540 → 432 -2160
PS-304 桜戸引手 ホワイト 105mm 50 個 410 → 328 -4100
PS-324 藤戸引手 ホワイト 105mm 30 個 400 → 320 -2400
PW-110 木製二寸丸 白塗装 大 50 個 590 → 472 -5900
PW-110 木製二寸丸 白塗装 中 50 個 580 → 464 -5800
PW-160 木製片チリ角 白塗装 大 20 個 810 → 648 -3240
PW-160 木製片チリ角 白塗装 中 20 個 770 → 616 -3080
PZ-656 レリーフ コートホワイト 75mm 20 個 980 → 784 -3920

1箱
入数

セール対象： クロス内装用品パンフレット掲載 横引き用引手 全種
セール内容： 箱価格を20％オフ
ご注意：　　 セール価格は箱単位でのお買い上げにのみ適用されます。(バラでのお買い上げは対象外)
　　　　　　 表記は定価であり、お客様への実売価格はそれぞれ異なります。

商品名

 クロス内装用品セール 2017 対象商品 一覧表

 セール開催期間： 2/6(月)～3/31(金) 18：00
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コミュニケーションシート 
 
■弊社では、複数の方法でお客様のご相談に応じることができます。本シートに必要事項をご記入に

なり下記 FAX 番号までご返信ください。弊社営業担当から後ほどご連絡させていただきます。 
 
 □インターネット通販の利用方法を知りたい。 
 □ビドー製品の取扱店を探したい（取扱店と取り扱いの相談したい）。 
 □ビドーから製品を直接購入したい（見積もりを依頼したい）。 
 □製品パンフレットを請求したい。 
 □その他のご要望 
 
 
 
 
■貴社情報記入欄 
 

御社名 ご担当者名 
TEL 

 

御住所  〒 

御連絡メールアドレス 御連絡 FAX 番号 

 
■気になる製品があればお知らせください。 

 返信用 FAX 番号 ：    06-6974-3865 

品番 品名 サイズ 数量 備考（ご要望・納期など） 
     
     
     
     

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@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、弊社カタログ上『ワトモスカタログ』におきまして、表記の間違いがありま

した。下記の通り、訂正させていただきます。 

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。ご注文の際には、再度内容のご

確認をお願いいたします。 
今後ともかわらずお引き立てのほど、よろしくお願い致します。 
 

敬具 
記 

 

 
 
 

以上 

品 番 品  名 前 正 記載頁 

BS-120 ステンレス儀星丁番 
付属ビスサイズ 
3.5×22 
3×22 

付属ビスサイズ 
3.5×25 
 

47 

     

訂正のご案内 
お得意先様各位 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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ビドーパル 12 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 12 月の新製品追加のお知らせをいたします。合計 94 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 

 
・「第 1 弾シロクマ製フック」(74 グループ) 
小型～大型のサイズがあり、盗難防止機能や抗菌・防カビ加工の物まで幅広く取り揃えました。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
・「TAIKO(タイコー)製デジタルドアロック」(13 グループ) 
非電気式の暗証番号式ドアロックです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

お得意先様各位 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=19&search_mode=2&radi2=%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%83%9E&radi=&radi3=&radi4=&radi5=&radi6=&radi7=&radi8=&name=++%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%83%9E++++++
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=19&search_mode=2&radi2=%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%83%9E&radi=&radi3=&radi4=&radi5=&radi6=&radi7=&radi8=&name=++%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%83%9E++++++
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=2&name=TAIKO%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=2&name=TAIKO%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%89%E3%82%A2%E3%83%AD%E3%83%83%E3%82%AF
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・「NITTO DENKO(日東電工)製を FIRST(ファースト)製テープ 」(7 グループ) 
様々な用途のテープを取り揃えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=13&name=%E6%8E%A5%E7%9D%80%E5%89%A4%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E9%A1%9E
http://www.bidoorpal.com/products/list.php?category_id=13&name=%E6%8E%A5%E7%9D%80%E5%89%A4%2F%E3%83%86%E3%83%BC%E3%83%97%E9%A1%9E
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