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５月号 2021 

お得意先様 各位 

価格改正のご案内 (1/2 ページ) 

2021年5月17日 14：30以降受注分より実施 (※改正理由：生地・塗料高騰による製作原価上昇の為)

旧 旧 新 新
箱価格 ﾊﾞﾗ価格 箱価格 ﾊﾞﾗ価格 　WA WA2 価格

PF-132 しおり丸 古美 大 40 ¥680 ¥960 ¥1,000 ¥1,450 13 13 12
　　〃 中 40 ¥680 ¥960 ¥1,000 ¥1,450 13 13 12
PF-133 しおり丸 GB 大 40 ¥680 ¥960 ¥1,000 ¥1,450 13 13 12
　　〃 中 40 ¥680 ¥960 ¥1,000 ¥1,450 13 13 12
PF-134 しおり丸 ライトシルバー 大 40 ¥740 ¥1,050 ¥1,100 ¥1,550 13 13 12
　　〃 中 40 ¥740 ¥1,050 ¥1,100 ¥1,550 13 13 12
PF-192 しおり正角 古美 大 40 ¥910 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,900 25 26 12
　　〃 中 40 ¥910 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,900 25 26 12
PF-193 しおり正角 GB 大 40 ¥910 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,900 25 26 12
　　〃 中 40 ¥910 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,900 25 26 12
PF-207 しおり長角 古美 ‐ 30 ¥910 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,900 27 28 12
PF-208 しおり長角 GB ‐ 30 ¥910 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,900 27 28 12
PF-209 しおり長角 ライトシルバー ‐ 30 ¥910 ¥1,250 ¥1,350 ¥1,900 27 28 12
PF-213 七宝丸 ライトシルバー 大 50 ¥480 ¥690 ¥670 ¥950 20 21 12
　　〃 中 50 ¥480 ¥690 ¥670 ¥950 20 21 12
PF-214 七宝丸 黒 大 50 ¥420 ¥610 ¥590 ¥850 20 21 12
　　〃 中 50 ¥420 ¥610 ¥590 ¥850 20 21 12
PF-215 七宝丸 栗茶 大 50 ¥420 ¥610 ¥590 ¥850 20 21 12
　　〃 中 50 ¥420 ¥610 ¥590 ¥850 20 21 12
PF-216 まほろば ライトシルバー 大(特売) 50 ¥410 ¥620 ¥610 ¥950 21 22 13
　　〃 中(特売) 50 ¥410 ¥620 ¥610 ¥950 21 22 13
PF-217 まほろば 黒 大(特売) 50 ¥340 ¥510 ¥500 ¥750 21 22 13
　　〃 中(特売) 50 ¥340 ¥510 ¥500 ¥750 21 22 13
PF-218 まほろば 栗茶 大(特売) 50 ¥340 ¥510 ¥500 ¥750 21 22 13
　　〃 中(特売) 50 ¥340 ¥510 ¥500 ¥750 21 22 13

品番　　　　　　　品名 サイズ 箱入数
カタログ掲載ページ

※カタログ略称 … 装飾(2005 年装飾金物)、総(1998 年総合)、W2(2018 年ワトモス v2)、価格(ワトモス v2 印刷版価格表) 

 

ビドー最新カタログは 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) 

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

[全製品 価格表] http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf 

[ワトモス V2 価格表(WEB 版)] http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf 
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５月号 2021 

お得意先様 各位 

価格改正のご案内 (2/2 ページ) 

MF-●●は2021年5月17日 14：30以降受注分、TF-28は5月20日 14：30以降受注分より実施
旧 旧 新 新

箱価格 ﾊﾞﾗ価格 箱価格 ﾊﾞﾗ価格 　WA WA2 価格
MF-32 取手丸引手 古美 二寸 20 ¥980 ¥1,300 ¥1,350 ¥1,800 35 37 6
　　〃 寸六 20 ¥710 ¥960 ¥1,000 ¥1,350 35 37 6
　　〃 一寸 30 ¥710 ¥960 ¥1,000 ¥1,350 35 37 6
MF-33 取手丸引手 GB 二寸 20 ¥980 ¥1,300 ¥1,350 ¥1,800 35 37 6
　　〃 寸六 20 ¥710 ¥960 ¥1,000 ¥1,350 35 37 6
　　〃 一寸 30 ¥710 ¥960 ¥1,000 ¥1,350 35 37 6
MF-34 取手丸引手 ライトシルバー 二寸 20 ¥1,200 ¥1,600 ¥1,700 ¥2,250 35 37 6
　　〃 寸六 20 ¥860 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,700 35 37 6
　　〃 一寸 30 ¥860 ¥1,200 ¥1,200 ¥1,700 35 37 6
MF-52 取手長角 古美 ‐ 20 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 38 40 6
MF-53 取手長角 GB ‐ 20 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 38 40 6
MF-54 取手長角 ライトシルバー ‐ 20 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 38 40 6
MF-42 取手正角 古美 大 30 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 37 39 6
　　〃 中 20 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 37 39 6
MF-43 取手正角 GB 大 30 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 37 39 6
　　〃 中 20 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 37 39 6
MF-44 取手正角 ライトシルバー 大 30 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 37 39 6
　　〃 中 20 ¥1,400 ¥1,800 ¥1,950 ¥2,500 37 39 6
TF-28 ラッパ釘 ユニクロ (10,000本入) 3.5x24 1 ¥47,400 ‐ ¥51,500 - 52 54 21

品番　　　　　　　品名 サイズ 箱入数
カタログ掲載ページ

※カタログ略称 … 装飾(2005 年装飾金物)、総(1998 年総合)、W2(2018 年ワトモス v2)、価格(ワトモス v2 印刷版価格表) 

 

 

 

 

 

 

 

ビドー最新カタログは 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) 

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

[全製品 価格表] http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf 

[ワトモス V2 価格表(WEB 版)] http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf 
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