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・配達・出荷・来店対応について（再度ご案内）
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９月号 2020 

 

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 211 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 
 

株式会社シロクマよりレバーハンドル「ＳＬシリーズ」1119 点および取手「バイロン取手」2 点

の取り扱いを新たに開始致しました。 
 
・シロクマ「SL レバーハンドル」公開商品 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

・シロクマ「バイロン取手」公開商品 
 
 
 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list_all2.php?name=+%E3%82%B7%E3%83%AD%E3%82%AF%E3%83%9ESL%E3%83%AC%E3%83%90%E3%83%BC&product_status_id=1&orderby=date&disp_number=20&pageno=1&rnd=sec
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?name=No.44%E3%80%80%E3%83%90%E3%82%A4%E3%83%AD%E3%83%B3


 
 

2020 年 9 月 10 日  

お客様各位 

【再録】今後の配達・出荷・来店対応につきまして 
 
 拝啓 

貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は「BIDOOR（ビドー）」製品に格別のお

引き立てをいただき、誠にありがとうございます。 

さて、このたび弊社におきましては生産性向上施策の一環として、緊急事態宣言時に適用した配達・

引取・出荷ルールをそのまま(※)今後も継続させていただくことといたしました。 

(※一部変更点がございます、詳しくは下記表にてご確認お願い致します。) 

 

お客様には大変心苦しいお願いとはなるのですが、景気の動向が見えない昨今、安易な人員の増加

は難しく、各業務の効率化、社員 1 人 1 人の生産性の向上といった面に目を向けていかないといけな

い時期だと判断しまして、このような決断に至りました。何卒ご理解賜りますよう心よりお願い申し

上げます。 

記 

配　達 当日配達分受付 11：00まで

来店
お引き取り

福山

ヤマト・佐川

ご注意

※サイズ漏れなど、ご注文情報に不足があった場合には
　情報が出揃った時点をご注文時刻とさせていただきます。
　また、情報不足中は基本、同注文書上のすべてのご注文を一時保留扱いとさせていただきます。
※お客様指定による「1箱買い→バラにして分割納品」はバラ価格適用とさせていただきます。

・FAXのみでの受付
・当日引取分受付 11：00まで
・引取時間は13：00以降

出　荷

※11：00を超えてのご注文は追加であっても
　翌営業日扱いとなります。

 当日出荷受付 13：00まで (※直送も13：00)

 当日出荷受付締切 14：30まで (※直送は14：00)

※取り寄せが前提となる商品の当日の出荷対応は無しとさせていただきます。

 
変更点： 集荷時間が更に早まってきた都合上、佐川急便の当日最終締切が 15：00 → 14：30 となりました。 

以上 
 

尚、この機会にビドーの「配達・出荷ガイド」を作成しました。今回の FAX で同送しておりますの

で社内にてまた共有いただければと思います、どうぞ宜しくお願い致します。 

敬具 
株式会社ビドー 〒537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西 1-25-4 

HP：bidoor.co.jp  /  TEL：06-6972-3824  /  FAX：06-6974-3865 

 



配達・来店・出荷に関するお願い

送料表A (お得意先様に納品の場合)

地方

①

標準送料

②

大型商品

160～220

③

大型商品

220～600

3万以上時

①標準送料

無料

該当都道府県

北海道 都度見積 ¥5,200 ¥8,700 × 北海道

北東北 ¥1,200 ¥4,400 ¥7,200 ○ 青森・岩手・秋田

南東北 ¥1,200 ¥3,900 ¥6,200 ○ 宮城・山形・福島

関東 ¥1,050 ¥3,400 ¥5,400 ○ 東京・千葉・埼玉・茨城・栃木・群馬・神奈川・山梨

北陸・信越 ¥900 ¥3,000 ¥4,700 ○ 富山・石川・福井・新潟・長野

東海 ¥900 ¥2,800 ¥4,700 ○ 岐阜・静岡・愛知・三重

近畿 ¥750 ¥2,800 ¥4,700 ○ 大阪・兵庫・京都・奈良・和歌山・滋賀

中国 ¥900 ¥2,800 ¥4,700 ○ 鳥取・島根・岡山・広島・山口

四国 ¥900 ¥2,800 ¥4,700 ○ 徳島・香川・愛媛・高知

北九州 ¥1,050 ¥3,000 ¥4,700 ○ 福岡・佐賀・長崎・大分

南九州 ¥1,050 ¥3,500 ¥5,600 ○ 熊本・宮崎・鹿児島

沖縄・離島 × 沖縄・離島

送料表B (直送の場合) ※直送ご依頼の際は必ず送り先の郵便番号とお電話番号の記載をお願い致します。

地方

①

標準送料

②

大型商品

160～220

③

大型商品

220～600

3万以上時

①標準送料

無料

該当都道府県

直送1 ¥1,300 ○ 本州・四国・九州

直送2 × 北海道・沖縄・離島

送料に関するご注意

株式会社ビドー 出荷・配達ガイド

都度見積

株式会社ビドー　〒537-0014 大阪府大阪市東成区大今里西1-25-4

HP：bidoor.co.jp  /  TEL：06-6972-3824  /  FAX：06-6974-3865

※ ヤマト便ご指定の場合は標準送料1割アップとなります(※直送含む)。

※ 「大型商品」とは「1個で梱包時に三辺計が160cmを超える商品」を指します(例：1820mmのレールなど)。

※ 上記は1個口あたりの送料となります。ご注文内容によっては個口分の送料が必要です。

※ 3万(税抜)以上のご購入で無料となるのは①の標準送料のみです。②③に該当する場合は無料にはなりません。

都度見積

都度見積

 ※ 11：00を超えてのご注文は追加であっても

　  翌営業日扱いとさせていただきます。

配　達

来　店

お引き取り

出　荷

ご注意

当日受付分の締切は11：00

・ FAXのみでの受付

・ 当日受付分の締切は11：00

・ 引取可能時間は13：00以降

※サイズ漏れなど、ご注文情報に不足があった場合には

　情報が出揃った時点をご注文の時刻とさせていただきます。

　また、情報不足中は同注文書上のすべてのご注文を一時保留扱いとさせていただきます。

※お客様指定による「1箱買い→バラにして分割納品」はバラ価格適用とさせていただきます。

【福山】　　　    13：00まで (※直送も同様)

【ヤマト・佐川】 14：30まで (※直送は14：00)

取り寄せ前提の商品の当日の出荷対応はなしとさせていただきます。

2020/05/14 現在
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