
 

 
ビドーニュース 2019 年 6 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→ 

※手加工の為、寸法には多少の誤差が生じる場合があります。 

お得意先様 各位 

新製品販売開始のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

商品名 オプション 箱入数 単位 箱価格 バラ価格
PW-911 染竹長角引手 白木染 120mm 20 個 ¥1,950 ¥2,550
PW-912 染竹長角引手 ヒノキ染 120mm 20 個 ¥1,950 ¥2,550
PW-913 染竹長角引手 タモ染 120mm 20 個 ¥1,950 ¥2,550
PW-914 染竹長角引手 チーク染 120mm 20 個 ¥1,950 ¥2,550
PW-915 染竹長角引手 ウォールナット染 120mm 20 個 ¥1,950 ¥2,550
PW-916 染竹長角引手 黒檀染 120mm 20 個 ¥1,950 ¥2,550  

販売開始日 2019/06 中～下旬予定

特　長

「染竹シリーズ」の建具用引手(横引き用)。竹材に特殊な染料にて着色を行うこと
によって近代ドアにマッチする自然なカラーを実現。指がかけやすい深型、そし
て、裏面角にはR加工、と実用性でも取付作業効率の面でも優れた仕様となってい
ます。

備　考 接着剤止め(釘穴なし)
材質 竹  
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※手加工の為、寸法には多少の誤差が生じる場合があります。 

お得意先様 各位 

新製品販売開始のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

商品名 オプション 箱入数 単位 箱価格 バラ価格
PW-921 染竹正角引手 白木染 ‐ 20 個 ¥1,850 ¥2,400
PW-922 染竹正角引手 ヒノキ染 ‐ 20 個 ¥1,850 ¥2,400
PW-923 染竹正角引手 タモ染 ‐ 20 個 ¥1,850 ¥2,400
PW-924 染竹正角引手 チーク染 ‐ 20 個 ¥1,850 ¥2,400
PW-925 染竹正角引手 ウォールナット染 ‐ 20 個 ¥1,850 ¥2,400
PW-926 染竹正角引手 黒檀染 ‐ 20 個 ¥1,850 ¥2,400  

販売開始日 2019/06 中～下旬予定

特　長

「染竹シリーズ」の建具用引手(横引き用)。竹材に特殊な染料にて着色を行うこと
によって近代ドアにマッチする自然なカラーを実現。指がかけやすい深型、そし
て、裏面角はR加工、と実用性でも取付作業効率の面でも優れた仕様となっていま
す。

備　考 接着剤止め(釘穴なし)
材質 竹  
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※手加工の為、寸法には多少の誤差が生じる場合があります。 

お得意先様 各位 

新製品販売開始のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

商品名 オプション 箱入数 単位 箱価格 バラ価格
PW-931 染竹丸引手 白木染 ‐ 20 個 ¥1,800 ¥2,350
PW-932 染竹丸引手 ヒノキ染 ‐ 20 個 ¥1,800 ¥2,350
PW-933 染竹丸引手 タモ染 ‐ 20 個 ¥1,800 ¥2,350
PW-934 染竹丸引手 チーク染 ‐ 20 個 ¥1,800 ¥2,350
PW-935 染竹丸引手 ウォールナット染 ‐ 20 個 ¥1,800 ¥2,350
PW-936 染竹丸引手 黒檀染 ‐ 20 個 ¥1,800 ¥2,350  

販売開始日 2019/06 中～下旬予定

特　長
「染竹シリーズ」の建具用引手(横引き用)。竹材に特殊な染料にて着色を行うこと
によって近代ドアにマッチする自然なカラーを実現しました。指がかけやすい深型
となっており見た目だけでなく実用性にも優れた仕様となっています。

備　考 接着剤止め(釘穴なし)
材質 竹  
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※手加工の為、寸法には多少の誤差が生じる場合があります。 

お得意先様 各位 

新製品販売開始のご案内 
 

 

 

 

 

 

商品名 オプション 箱入数 単位 箱価格 バラ価格
HW-941 染竹取手 白木染 150mm 20 本 ¥1,900 ¥2,450
HW-942 染竹取手 ヒノキ染 150mm 20 本 ¥1,900 ¥2,450
HW-943 染竹取手 タモ染 150mm 20 本 ¥1,900 ¥2,450
HW-944 染竹取手 チーク染 150mm 20 本 ¥1,900 ¥2,450
HW-945 染竹取手 ウォールナット染 150mm 20 本 ¥1,900 ¥2,450
HW-946 染竹取手 黒檀染 150mm 20 本 ¥1,900 ¥2,450  

販売開始日 2019/06 中～下旬予定

特　長
「染竹シリーズ」の建具用取手。
従来の積層木より自然な木目柄が特長の竹材に特殊な染料にて着色を行うことに
よって近代ドアにマッチする自然なカラーを実現しました。

備　考
裏ビス式止め式。標準付属ビスは4×40(戸厚33ｍｍ用)。
※お申し出によりビスの長さは変更可能です。

材質 竹  
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※カッコ内は小さい方のサイズの寸法です。※手加工の為、寸法には多少の誤差が生じる場合があります。 

お得意先様 各位 

新製品販売開始のご案内 
 

 

 

 

 

 

商品名 オプション 箱入数 単位 箱価格 バラ価格
PW-236 染竹二寸丸 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ染 大 20 個 ¥1,300 ¥1,700
〃 中 20 個 ¥1,200 ¥1,600
PW-286 染竹片ﾁﾘ角 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ染 大 20 個 ¥1,500 ¥1,950
〃 中 20 個 ¥1,350 ¥1,800
HW-266 染竹ｽﾘﾑｱｰﾁ取手 ｳｫｰﾙﾅｯﾄ染 大 20 本 ¥1,700 ¥2,200
〃 小 20 本 ¥1,550 ¥2,000  

販売開始日 2019/06 中～下旬予定

特　長
「染竹シリーズ」の建具用取手。
従来の積層木より自然な木目柄が特長の竹材に特殊な染料にて着色を行うことに
よって近代ドアにマッチする自然なカラーを実現しました。

備　考
PW-236・PW-286は接着剤止め。HW-266は裏ビス止め式。
※HW-266の標準付属ビスは4×25(お申し出によりビスの長さは変更可)。

材質・仕上げ 竹・ウォールナット染  
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