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お得意先様 各位 

 

廃番製品のご案内 

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、下記の製品につきまして、諸種の事情により製品を販売終了とさせていただくことに

なりました。取り急ぎ、ご報告させていただきます。 

今後とも変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 

商品名 オプション W2 W1 09 装飾 総合 備考
PC-27 葵戸引手 古美 105mm 在庫限り 30 30 53 在庫残り約100個
PC-27 葵戸引手 古美 90mm 販売終了 30 30 53 在庫なし
PC-27 葵戸引手 古美 75mm 販売終了 30 53 以前より廃番
PC-27 葵戸引手 古美 66mm 販売終了 30 53 以前より廃番

 
※ｶﾀﾛｸﾞ略称 … W2(2018 年ﾜﾄﾓｽ v2)、W1(2016 年ﾜﾄﾓｽ v1)、09(2009 年襖・建具用品)、装飾(2005 年装飾金物)、総(1998 年総合)  

 

以上 

最新カタログは 2018 年 9 月発行 ワトモスカタログ Ver.2 です(※カタログ本体背面に ver.2 と記載有り) 

古いカタログをご使用の場合は切り替えをお願い致します。 

尚、BIDOOR 製品の最新価格・廃改情報は公式 HP の全価格表にてご確認いただけます。 

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

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
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【重要】送料改定予定(2019 年 2 月)のお知らせ 

 

拝啓 
 

 
平素はビドーの商品をご利用いただき、誠にありがとうございます。 
 
この度、弊社が提携しております運送会社の送料基準の見直しに伴い、2019年 2月 18日(月)出
荷分より、送料を改定させて頂くこととなりました。  

 
これまで、運送会社の料金改正については既に何度か実施されていたものの、お客様のご負担を
考慮し、都度弊社にて値上げ分を吸収してまいりました。しかしながら、今回の送料基準の見直し
は実質、大幅値上げになり、これ以上、送料を維持することが困難な状況となりました。 

 
お客様におかれましてはご負担が大きくなることもあり、大変心苦しいのですが、何卒、運送業
界の現状をお汲み取りの上、ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

実施日 2019年 2月 18日(月)出荷分より 

対象 全国 

新送料 現在、検討中の為、次回ビドーニュースにてお知らせ予定 

 

敬具 

 
 

お得意先様各位 
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七宝いろはシリーズ特集ページのお知らせ 
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。 

大変ながらくお待たせしておりましたが、七宝いろはシリーズの特集ページがオープンいたしました。商品

の開発コンセプト、詳細仕様、サポートなどを紹介しております。今後、製作者インタビューなどのコンテンツ

の追加を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 

敬具 
記 

七宝いろはシリーズ特集ページ 
http://www.bidoor.co.jp/iroha.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

以上 

お得意先様各位 

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


 
 
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 25日（火曜日） 

      2．決算棚卸期間       12月 26日～12月 27日 

      3．年末休日         12月 28日～12月 31日 

      4．年始休日         １月１日～１月 6日 

      5．年始営業開始日      １月 7日(月曜日) 

 
 

                    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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ビドーパル 新商品追加のお知らせ 
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。 

ビドーパルから新商品追加のお知らせをいたします。合計 369 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 
 
・NOGUCHI のエクステリアプライベートブランド「FAPLE(ファプレ)」のゴミ収集庫シリーズ 
NOGUCHI のエクステリアプライベートブランド「FAPLE(ファプレ)」のゴミ収集庫シリーズに新

製品が登場。 

うち 5 タイプの公開を今回、開始致しました。 

 

 
・SHIROKUMA(シロクマ)製 第 6 弾「取手」 
この度、SHIROKUMA(シロクマ)製品を新たに追加致しました。 

今回は亜鉛や鉄製の小型・中型取手 23 グループとなります。 

  
 
 
 

お得意先様各位 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=&category_id=13&maker_id=0&name=%E3%82%B4%E3%83%9F%E5%8F%8E%E9%9B%86%E5%BA%AB&product_status_id=0&orderby=pstatus&disp_number=20&pageno=1&rnd=gai
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=&category_id=4&maker_id=0&name=%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%83%9E&product_status_id=0&orderby=pstatus&disp_number=20&pageno=1&rnd=tho
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・「西川商店」ブランドの商品(※New マークのついている分となります)。 

「西川商店」ブランドの商品を 188 点、新たに追加致しました。 

 
 
・排水ユニット(洗濯機関連)   

・排水ユニット(その他)   

・水栓柱・散水栓 

SPG の水回り関連の商品の取り扱いを新たに開始致しました。 

 

 
・「和心プレート」シリーズ 
太幸(TAIKO)が展開する「和心プレート」シリーズの樹脂ガラス・アクリルプレートの取り扱いを 

新たに開始致しました。 

   
 

 

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=&category_id=14&maker_id=0&name=+&product_status_id=0&orderby=pstatus&disp_number=20&pageno=1&rnd=pra
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=2&radi=SPG&radi2=%E6%8E%92%E6%B0%B4%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%28%E6%B4%97%E6%BF%AF%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%80%A3%29&radi3=&radi4=&radi5=&radi6=&radi7=&radi8=&name=+SPG+%E6%8E%92%E6%B0%B4%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%28%E6%B4%97%E6%BF%AF%E6%A9%9F%E9%96%A2%E9%80%A3%29++++++
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=2&radi=SPG&radi2=%E6%8E%92%E6%B0%B4%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%28%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%29&radi3=&radi4=&radi5=&radi6=&radi7=&radi8=&name=+SPG+%E6%8E%92%E6%B0%B4%E3%83%A6%E3%83%8B%E3%83%83%E3%83%88%28%E3%81%9D%E3%81%AE%E4%BB%96%29++++++
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=2&radi=SPG&radi2=%E6%B0%B4%E6%A0%93%E6%9F%B1%E3%83%BB%E6%95%A3%E6%B0%B4%E6%A0%93&radi3=&radi4=&radi5=&radi6=&radi7=&radi8=&name=+SPG+%E6%B0%B4%E6%A0%93%E6%9F%B1%E3%83%BB%E6%95%A3%E6%B0%B4%E6%A0%93++++++
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=1&name=%E6%A8%B9%E8%84%82%E7%A1%9D%E5%AD%90
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・丸座鎌錠(チューブラ)GIA121 シリーズ 

HINAKA(日中製作所)の定番丸座鎌錠(チューブラ)GIA121 シリーズの取り扱いを新たに開始

致しました。 

    
 
・安田形材用(丸パイプ・等辺角パイプ・不等辺角パイプ)のキャップカバー 

安田形材用(丸パイプ・等辺角パイプ・不等辺角パイプ)のキャップカバーの取り扱いを新たに開

始致しました。 

    

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?_mode=1&name=%E6%97%A5%E4%B8%AD%E8%A3%BD%E4%BD%9C%E6%89%80
https://www.bidoorpal.com/products/list.php?mode=1&name=%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%83%E3%83%97%E3%82%AB%E3%83%90%E3%83%BC
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