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10 月号 2020 
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、諸事情により、下記製品を廃番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 ｵﾌﾟｼｮﾝ W2 W1 09 装飾 総合 残り在庫(10/10時点)
PF-130 ﾆｭｰ平円丸(金座入) GB 中 在庫限り 14 14 14 54 44個
PF-131 ﾆｭｰ平円丸(金座入) 古美 中 在庫限り 14 14 14 54 76個

KZ-50 ドリームつまみ WB 46 44 42
KZ-51 ドリームつまみ SG 46 44 42
KZ-52 ドリームつまみ ｱﾝﾊﾞｰ塗装 46 44 42
KZ-53 ドリームつまみ 本金 46 44 42
KZ-54 ドリームつまみ GB 46 44 42
KZ-55 ドリームつまみ 仙徳 46 44 42

※上記商品群(生産終了となったSG 22mm以外)は弊社通販サイト「ビドーパル」におきまして
後日、ヤマイチ YR-41 ドリームつまみとして改めて販売予定です。

※今回の廃番は中サイズのみです。大サイズについてはPF-130、PF-131、共に継続です。
※代替品候補は「PB-526  金座入平円丸 GB」「PB-528 金座入平円丸 銀古美」です。

20mm
22mm
25mm
全ｻｲｽﾞ

販売終了
※

 

※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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10 月号 2020 

ワトモス v2カタログ掲載商品 販売終了・在庫限り商品一覧 (1/2ページ) 

弊社最新カタログ「ワトモス v2カタログ」において、販売終了品･在庫限り商品が増加しているため、下記に 2020年 

10月 10日時点での販売終了・在庫限り商品の一覧を作成致しました。ご活用いただきますようどうぞ宜しくお願い致します。 

(※全商品の最新廃改・価格は全製品価格表 www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf にてご確認いただけます。) 

 

※アルファベット順に掲載しています。 ※「終了」は在庫が既に残っていない商品、「在限」は在庫限りの商品です。 

※HZ-21(GBメッキ)の後継品としてHZ-322(GB塗装)を販売中です(カタログ未掲載。弊社HPにて情報確認お願いします)。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2ページ目に続きます 
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10 月号 2020 

ワトモス v2カタログ掲載商品 販売終了・在庫限り商品一覧 (2/2ページ) 

 (※全商品の最新廃改・価格は全製品価格表 www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf にてご確認いただけます。) 

 

 

※アルファベット順に掲載しています。  
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10 月号 2020 

ビドーオリジナル動画配信予定 

この度、東日本大震災で被災した曹洞宗寺院所有の「約 1500年前の古墳の御神木（ごしんぼく）」で、「木

製障子引手（インテリア部品）」の製作を行いました。同時に、本製品の企画立案から加工終了までの過

程をハイビジョンで記録した「ドキュメント動画」を制作し、弊社 Web サイトでその動画の公開を予定

しています。 
 

  
CM 動画（ティザームービー）のキャプチャ画像 

【動画制作の狙い】 

寺院の山頂にある 5世紀頃（約 1500年前）の古墳にまつわる御神木(ごしんぼく)から、木製インテリア

部品を加工するという価値の高い仕事の記録を、保存する目的で動画を制作いたしました。この動画を公

開することで、ものづくりの過程や製作のノウハウ、歴史的背景等に興味をお持ちの方と、派生的な新し

いコミュニケーションが生まれることを期待しています。 

また、東日本大震災の被災地に位置する岩屋寺（がんおくじ）のご住職や、福島県南相馬市で営む人々の

思いを、仕事を通じて形にできたことを光栄に感じると同時に、より多くの人たちと震災復興の価値を共

有し、その思いが「産霊（ムス）」ばれていくことを願っています。 

【公開情報】 

弊社Webサイト「WATOMOS（ワトモス）」にて CM動画（ティザームービー）を公開中 

準備が整い次第 本編動画（5:48秒）を公開予定。       

https://www.watomos.com/mv/ 
 弊社「ビドースタッフ SNS」にて、動画制作のサブ情報を公開中（随時更新） 

ハッシュタグ： #bidoor 製作ドキュメント 

https://www.instagram.com/bidoor_staff/ 

https://twitter.com/bidoorstaff/ 
 
  

Instagram 
 

Twitter 
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10 月号 2020 

ビドースタッフによるツイッター＆インスタ配信開始 

この度、ビドースタッフによるツイッター＆インスタ配信を開始しました。ビドーの今がわかります。

スマホやパソコンをお持ちの方は是非ともご覧いただきたいと思います。尚、配信目的と内容は以下

の通りです。 
 

◆ビドースタッフ ツイッター 

https://twitter.com/bidoorstaff/ 
 

目 的：情報公開によるソーシャルネットワークの構築 

商品やサービス情報だけでなく、ビドーの今をストーリーとして公開することで、 

「人」が主役となり、お客様との親近感という「ムスビ」をつくる。 

内 容：「ビドー」のツイッター公式アカウントです。 商品やサービスの最新情報だけでなく、 

ささやかな日々の出来事など、仕事に関係のない事もゆる～くツイートします。 

①スナップ＋テキストでお仕事？に関するスタッフの思いや気づき、ストーリー等のつぶやき 

    ②スタッフのオススメ情報の定期的公表 

    ③ランキング、新着など、ビドーの行うニュース情報の公開 

 

◆ビドースタッフ インスタグラム 

https://www.instagram.com/bidoor_staff/ 
 

目 的：情報公開によるソーシャルネットワークの構築 

商品やサービス情報だけでなく、ビドーの今をイメージとして公開することで、 

「人」が主役となり、お客様との親近感という「ムスビ」をつくる。 

内 容：「ビドー」のインスタグラム公式アカウントです。 商品やサービスの最新情報だけでなく、 

ビドースタッフが感じたイメージをポートレイトのような写真とコメントで公開していきます。 

 

 
Twitter 

 

 
Instagram 

 
インスタ画面（2020年 10月） 

 
ツイッター画面（2020年 10月） 

http://www.bidoor.co.jp/
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