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月号

廃番製品
・MS-58 掘込半月 ステン黒底 大・小
・MS-59 掘込半月 ステン白底 小
・オリエント 3-75

その他
・年末年始休暇のご案内（期間：12 月 26 日〜 1 月 4 日）
・ビドーパル動画公開
ガードロック - ノブロック解説編および開発編
通販サイト「ビドーパル」動画一覧ページ→
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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、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
MS-58 掘込半月 ステン黒底

ｵﾌﾟｼｮﾝ

区分

W2

W1

09

大

終了

37

35

13

装飾

総合

残り在庫(12/4時点)

90

無し

〃

小

在限

37

35

13

90

10個未満

MS-59 掘込半月 ステン白底

小

在限

37

35

13

90

10個未満

オリエント3-75

-

終了

162

無し

※MS-59 掘込半月 ステン白底の大サイズは継続品です。

※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
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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
配達・出荷

12月25日(金)まで

年末年始休日

12月26日(土)～1月4日(月)

年始営業開始日

1月5日(火)

以上
何かとご迷惑をお掛けいたしますが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

金物・資材のプロ通販 ビドーパルと防犯製品メーカー ガードロックが
ＮＨＫニュースで話題になった特許製品の解説動画を共同制作。
商品解説編と開発編動画を公開し、販売を開始。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
株式会社ビドーは、家庭用防犯製品・特殊錠のメーカーである株式会社ガードロックと商
品解説編と開発編の 2 種類の動画を共同制作した。動画には製品開発者が自ら出演。
ガードロックが保有する特許や製品の特長・利点、開発に至ったきっかけ、着眼点、開発
の方向性、アイディアなどを詳細に分かり易く解説している。その動画は WEB サイトやＳ
ＮＳ等で一般公開され、同時に金物・資材のプロ通販サイト「ビドーパル」で販売が開始
された。

https://www.bidoorpal.com/mv.html

「ビドーパル動画 ガードロック – ノブ LOCK（商品解説編、開発編）」のキャプチャ画像
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弊社は金物・資材のプロ通販サイト ビドーパルを運営していますが、取扱商品群
の中でも株式会社ガードロックの家庭用防犯製品は、ユーザーからのニーズが高
いと考えられました。
株式会社ガードロックは特殊錠前の設計開発、製造、販売を行っている大阪のメー
カーで建築・金物業界の中でもオンリーワンの地位を確立しています。開発者であり、
代表取締役でもある南完治氏が独自の視点で製品開発を行っており、多数の特許
を保有しています。しかし、製品開発を中心に事業推進しているため、現状では営
業部門・広報部門がありません。また、製品の特長をホームページや製品パッケー
ジなどで説明していますが、取り付けや使用方法、特許技術による製品の利点など
を一般ユーザーの方に、独自の発想法や開発への姿勢などを、ものづくりに興味の
ある方、志している方々に、もっと分かり易く伝えたいという潜在的な要望がありまし
た。
そこで弊社は、もっと多くの方に製品の魅力を伝える方法として、オリジナル動画の
共同制作と動画の一般公開を提案し、この度ハイビジョンでの動画制作をさせてい
ただくこととなりました。シリーズ第一弾動画として、ガードロック製品の中でもＮＨＫ
ニュースで話題となった「ノブＬＯＣＫ」の解説動画を公開いたします。

【動画制作の狙い】

ガードロック製品の魅力やものづくりの考え方が、一般の方はもちろんプロの方、も
のづくりに興味のある方に、より分かり易く伝わり、製品広報の一助となることを期待
しています。また、今後も別のガードロック製品の解説動画を通して、製品や企業
への理解が深まり、より多くの方々との出会いが生まれることを願っています。

【製品のお求め】

弊社はガードロック製品の正規取扱企業です。※下記【販売情報】参照。一般の方
は大手通販サイトのビドーパル出店ページで、大量購入や定期購入をご検討の方
には弊社運営の金物・資材のプロ通販サイト「ビドーパル」でお求めいただけます
（一般の方もご利用可）。ビドーパルは自社システムにより、ログイン後の価格表示
システムを採用しています。お客様ごとやご購入数量などによって表示価格が異な
りますので、お客様自身のご使用目的だけでなく、仕入れ目的の方にも安心してご
利用いただけます（amazon ビジネスでも数量割引実施中）。
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【動画制作情報】
動画題名：

ビドーパル動画 ガードロック - ノブロック

NHK ニュースで話題！家庭用補助錠の特許商品「ノブ LOCK」
開発者自ら解説。分かり易くって、奥深い！
再生時間：

商品解説編（フル動画 2:40 、ショート動画 0:44）、開発編（4:16）

出

南完治（ガードロック）：解説

演：

スタッフ：

長野孝豊(ビドーパル)：企画､動画撮影・編集・構成、サクラトーン：音楽、
有吉一伸（ガードロック）：企画協力、西脇真紀（ガードロック）：撮影協力

制作・著作：

大阪府大阪市 株式会社ビドー 建築金物製造販売業：1915（大正 4）年 創業

制作協力：

大阪府豊中市 株式会社ガードロック 特殊錠前の設計開発、製造、販売：
2001(平成 13)年 設立

【公開情報】
◆公開年月日：

2020 年 12 月 1 日

◆通販サイト ビドーパル動画一覧ページにて動画公開中
https://www.bidoorpal.com/mv.html

ビドーパル動画

◆ビドーパル公式 Youtube にて動画公開中
https://www.youtube.com/channel/UCeI3vPYRib9ys6fkhp9d92g

◆「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：#ビドーパル動画

※下部 QR コードからご覧いただけます。
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【販売情報】

◆金物・資材のプロ通販 ビドーパルにて販売中
https://www.bidoorpal.com/products/detail19730.html
※ビドーパル会員の方はログイン後、割引が適用
ビドーパル

◆楽天市場

ビドーパル楽天市場店にて販売中

https://item.rakuten.co.jp/bidoorpal/02-13151-1b/

楽天市場店

◆ヤフーショッピング ビドーパル支店にて販売中
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bidoorpal/02-131511b.html

Yahoo!支店

◆アマゾンストアにて販売中

https://www.amazon.co.jp/dp/B0179ECH2S/ref=olp_prod
uct_details?_encoding=UTF8&me=
※amazon ビジネスで数量割引実施中
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