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年 月 日より実施              

品番 品   名 サイズ 入数 価格 端数価格 

PS-130 皐月戸引手 ＨＬ 300 10 1950 2550 
      
      
      

 
 

■特 長： 手の小指側の側面（小指球）で戸を開け閉めできるバリアフリーに適した大型引手 

■材 質： SUS304 

■サイズ： 外寸 300×55、裏寸 265×42、全高 15、表厚 1.5 

■備 考： ワトモスカタログ３０ページ中段参照 

      ※ ３００㎜のサイズはカタログ発行後の新製品の為 

ワトモスのカタログには記載されていません。 

お得意先様各位 

新製品見積書 
 

PS-130   
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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。 

 さて弊社では、最近の諸経費、人件費、諸材料費などの高騰について、生産工場、および仕入れ業者

と幾度となく交渉を重ね、自社オリジナル製品の価格維持を努めてまいりました。また、市場の伸び悩み

（特に襖市場の急速な市場縮小）に伴う生産量の調整や生産体制の見直し、業務の効率化を講じてまいり

ましたが、自助努力だけで現在の販売価格を維持することは困難な状況となってまいりました。 

つきましては、まことに不本意ながら、本年６月１日以降のご注文分より、弊社製品の価格を変更させて

いただきたく、お願い申し上げます。 

 

記 

 

 １．改正時期： 平成 29 年 6 月 1 日（木）以降のご注文分より 

 ２、詳細内容 ビドーニュース PDF 版（2017 年 4 月号外）にて 
   http://www.bidoor.co.jp/wp/bidoor_news 
   ※閲覧無料。定期購読するには無料登録が必要です。 

 

以上 

 

尚、今回の価格改正に伴いまして印刷価格表「ワトモス価格表 June, 2017 issue」を準備して

おります。ご入用の方は別紙「ビドー最新価格表のご案内」よりお申込みいただきますよう、お願

い申し上げます。 
また、弊社 WEB サイトの「カタログダウンロード」ページにて「ワトモス価格表 June, 2017 

issue」の PDF ファイルおよび全価格表 PDF ファイルの改正版も公開させていただいています。

インターネット接続が可能な方はそちらも合わせてご利用ください。 
 
心苦しいお願いではございますが、ご高配をもってご了承くださるよう、お願い申しあげます。まずは、略

儀ながら書中をもってお願い申し上げます 

敬具 
 

弊社製品価格改正のお願い 
お客様各位 
 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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ワトモス 最新価格表発行の件 

 
 
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「ワトモス別冊価格表 June, 2017 issue (2017 年 6 月改正版)」を発行させていただくこ

ととなりましたので、一部お送りいたします。ワトモスカタログともども、是非ともご活用、ご拡販売いただきます

様お願いいたします。 

尚、本印刷価格表と同じ仕様の PDF 版価格表は弊社 WEB サイトにて無料ダウンロード可能です。パソコン

用のデータとしてご自由にご活用ください。 

また、本印刷価格表を複数冊ご入用の場合は、下記お申込書に必要事項をご記入の上、FAX でご返信くだ

さい（WEB サイトからもお申し込みいただけます）。順次お送りいたします。ただし発行部数に限りがありますの

で、ご希望部数をすべてお渡しできない場合もあります。予めご了承頂きますよう、お願い申し上げます。 

 

 

 

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

 お申込社名 ： 

 

 ご担当者名 ： 

 

 ご希望部数 ： 

 

何かわかりにくい点がありましたら、お問い合わせください。 

今後ともより一層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 

 

お客様各位 
 

http://www.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、弊社では月極取引企業様のお支払いに便利で簡単でお得な「ビドー口座振替サービス」を開始い

たしました。ビドー口座振替サービスとは、弊社が三菱東京 UFJ 銀行と業務契約している口座振替サービ

ス（※1）で、お手続きを一度行うだけで開始できる簡単な決済方法。通常通り、ご請求書もお送りしますが、

お支払いの手間がなく、お支払手数料がある場合でも安くてお得なサービスです。概要は以下の通り。 

記 

 ・自動引き落としの為、お支払い手続きの手間が不要 

ご指定の金融機関からご請求金額がお引き落としとなり、ご入金やお支払い手続きにかかる手間の必要が

ありません（毎月末締めの翌 20 日引き落とし）。 

 ・金融機関の違いによる振込手数料の変更がなく、安価 

ご利用金融機関の違いによる支払い手数料の変更がありません。さらに、ご利用金額の多少に関わらず、

お支払手数料が一定となり、安価にご利用いただけます（※2）。 

 ・全国のほとんどの金融機関で利用できる安全な支払方法 

マルチバンク口座振替サービス（※1）を利用しますので、一部を除くほとんどの金融機関でご利用いただけ

ます。このサービスの歴史は 30 年以上もあり、多く実績と強固なセキュリティーを確立しています。 

 
※1. マルチバンク口振サービスは三菱東京 UFJ 銀行と提携する集納代行会社（MUF）の金融ネットワークを通じて、

貴社のご指定の口座から引落にて代金の回収をするサービスです。 
※2. ビドー口座振替を使うと支払手数料は一定で安価になります。詳細は弊社営業担当までお問い合わせください。 

                       以上 
 

ご興味にある方は以下の FAX にてご返信ください。弊社営業担当よりご案内させていただきます。 
敬具 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝    ご返信 FAX（06）6974-3865   ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

 貴社名：                             ご担当者名： 

 

 □詳しい話が聞きたい 
 □詳しい資料が欲しい 
 □申し込みたい 
 □その他（                               ） 

お得意先様各位 

ビドー 口座振替サービスのご案内 

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、弊社通販サイト「ビドーパル」にて新しいサービス「ショッピングターミナル」を開始いたしましたのでご

案内させていただきます。 

ショッピングターミナルとはビドーパルで見つかった同じ商品を、一般的に利用頻度の多い大手通販サイト

3 社（amazon、Yahoo ショッピング、楽天市場）を使って簡単に購入できるサービスです。 

 

▼ ビドーパルの商品詳細画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 大手通販サイト様にご協力をいただき、延べ約 25000 点の商品を出展させていただくことが出来ました。ご

興味にある方は是非ともご利用ください。 

http://www.bidoorpal.com/ 

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。 

  敬具                                                          

お得意先様各位 

通販サイト「ビドーパル」ショッピングターミナルのご案内 

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