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７月号 2021 

お得意先様 各位 

価格改正のご案内 

2021年7月12日(月) 14：00以降受注分より実施(※配達地域のお客様は11：00受注分まで)
旧 旧 新 新

箱価格 ﾊﾞﾗ価格 箱価格 ﾊﾞﾗ価格 　WA WA2 価格
BF-31 鉄 薄口丁番 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ塗 (木ﾈｼﾞ無) 51mm ★50枚 ¥90 - ¥110 - 46 48 2
BF-31 鉄 薄口丁番 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ塗 (木ﾈｼﾞ無) 64mm ★50枚 ¥100 - ¥120 - 46 48 2
BF-33 鉄 薄口丁番 GB塗 (木ﾈｼﾞ無) 51mm ★50枚 ¥90 - ¥110 - 46 48 2
BF-33 鉄 薄口丁番 GB塗 (木ﾈｼﾞ無) 64mm ★50枚 ¥100 - ¥120 - 46 48 2
BF-69 鉄 片背押丁番 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ塗 (木ﾈｼﾞ無) 51mm ★50枚 ¥150 - ¥180 - 46 48 2
BF-69 鉄 片背押丁番 ﾌﾞﾛﾝｽﾞ塗 (木ﾈｼﾞ無) 64mm ★50枚 ¥160 - ¥190 - 46 48 2
BS-47 ｽﾃﾝ薄口丁番 ﾐｶﾞｷ （木ﾈｼﾞ無） 64mm ★50枚 ¥250 - ¥290 - 46 48 2
BS-47 ｽﾃﾝ薄口丁番 ﾐｶﾞｷ （木ﾈｼﾞ無） 51mm ★50枚 ¥220 - ¥250 - 46 48 2
BS-61 ｽﾃﾝ片背押丁番 ﾐｶﾞｷ （木ﾈｼﾞ付） 64mm ★50枚 ¥380 - ¥440 - 46 48 2
BS-61 ｽﾃﾝ片背押丁番 ﾐｶﾞｷ （木ﾈｼﾞ付） 51mm ★50枚 ¥320 - ¥370 - 46 48 2

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 … WA(ワトモスカタログ)、WA2(ワトモス v2 カタログ)、価格(ワトモス v2 印刷版価格表) 

※★マークはバラ販売不可 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf
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７月号 2021 

お得意先様 各位 

価格改正のご案内  
(鉄フラッシュ丁番・ステンフラッシュ丁番) 

 
実施：2021年7月25日(金) 14：00以降受注分より(※配達地域のお客様は11：00受注分まで)

旧 旧 新 新
箱価格 ﾊﾞﾗ価格 箱価格 ﾊﾞﾗ価格 WA WA 価格

BF-80 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｸﾘｰﾑ (木ﾈｼﾞ付) 76mm 100(☆2) ¥350 ¥510 ¥380 ¥560 46 48 2
BF-80 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｸﾘｰﾑ (木ﾈｼﾞ付) 64mm 100(☆2) ¥270 ¥410 ¥290 ¥450 46 48 2
BF-80 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｸﾘｰﾑ (木ﾈｼﾞ付) 51mm 100(☆2) ¥260 ¥390 ¥290 ¥440 46 48 2
BF-81 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｳﾙﾐ (木ﾈｼﾞ付) 76mm 100(☆2) ¥350 ¥510 ¥360 ¥570 46 48 2
BF-81 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｳﾙﾐ (木ﾈｼﾞ付) 64mm 100(☆2) ¥250 ¥400 ¥260 ¥450 46 48 2
BF-81 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｳﾙﾐ (木ﾈｼﾞ付) 51mm 100(☆2) ¥240 ¥390 ¥250 ¥440 46 48 2
BF-82 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 黒 (木ﾈｼﾞ付) 76mm 100(☆2) ¥350 ¥510 ¥360 ¥570 46 48 2
BF-82 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 黒 (木ﾈｼﾞ付) 64mm 100(☆2) ¥250 ¥400 ¥260 ¥450 46 48 2
BF-82 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 黒 (木ﾈｼﾞ付) 51mm 100(☆2) ¥240 ¥390 ¥250 ¥440 46 48 2
BF-83 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 GB (木ﾈｼﾞ付) 76mm 100(☆2) ¥350 ¥510 ¥360 ¥570 46 48 2
BF-83 鉄 ﾌﾗｯｼｭ丁番 GB (木ﾈｼﾞ付) 64mm 100(☆2) ¥260 ¥390 ¥290 ¥440 46 48 2
BF-160 厚口ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｼﾙﾊﾞｰ (木ﾈｼﾞ付) 100mm ★20枚 ¥440 - ¥490 - 47 49 2
BF-160 厚口ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｼﾙﾊﾞｰ (木ﾈｼﾞ付) 89mm ★20枚 ¥380 - ¥430 - 47 49 2
BF-160 厚口ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｼﾙﾊﾞｰ (木ﾈｼﾞ付) 76mm ★20枚 ¥330 - ¥370 - 47 49 2
BF-160 厚口ﾌﾗｯｼｭ丁番 ｼﾙﾊﾞｰ (木ﾈｼﾞ付) 64mm ★30枚 ¥280 - ¥310 - 47 49 2
BF-161 厚口ﾌﾗｯｼｭ丁番 ﾌﾞﾗｳﾝ (木ﾈｼﾞ付) 100mm ★20枚 ¥410 - ¥480 - 47 49 2
BF-161 厚口ﾌﾗｯｼｭ丁番 ﾌﾞﾗｳﾝ (木ﾈｼﾞ付) 89mm ★20枚 ¥350 - ¥390 - 47 49 2
BF-161 厚口ﾌﾗｯｼｭ丁番 ﾌﾞﾗｳﾝ (木ﾈｼﾞ付) 76mm ★20枚 ¥310 - ¥350 - 47 49 2
BF-161 厚口ﾌﾗｯｼｭ丁番 ﾌﾞﾗｳﾝ (木ﾈｼﾞ付) 64mm ★30枚 ¥270 - ¥300 - 47 49 2
BS-86 ｽﾃﾝﾌﾗｯｼｭ丁番 HL (木ﾈｼﾞ付) 102mm ★10枚 ¥680 - ¥690 - 46 48 3
BS-86 ｽﾃﾝﾌﾗｯｼｭ丁番 HL (木ﾈｼﾞ付) 89mm ★10枚 ¥490 - ¥550 - 46 48 3
BS-86 ｽﾃﾝﾌﾗｯｼｭ丁番 HL (木ﾈｼﾞ付) 76mm ★20枚 ¥430 - ¥480 - 46 48 3
BS-86 ｽﾃﾝﾌﾗｯｼｭ丁番 HL (木ﾈｼﾞ付) 64mm ★20枚 ¥300 - ¥320 - 46 48 3
BS-87 ｽﾃﾝﾌﾗｯｼｭ丁番 銅色(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) (木ﾈｼﾞ付) 102mm ★10枚 ¥1,100 - #### - 46 48 3
BS-87 ｽﾃﾝﾌﾗｯｼｭ丁番 銅色(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) (木ﾈｼﾞ付) 89mm ★10枚 ¥790 - ¥840 - 46 48 3
BS-87 ｽﾃﾝﾌﾗｯｼｭ丁番 銅色(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) (木ﾈｼﾞ付) 76mm ★20枚 780 - 840 - 46 48 3
BS-87 ｽﾃﾝﾌﾗｯｼｭ丁番 銅色(ﾌﾞﾛﾝｽﾞ) (木ﾈｼﾞ付) 64mm ★20枚 520 - 550 - 46 48 3

品番　　　　　　　品名 サイズ 箱入数
カタログ掲載ペー

 

※カタログ略称 … WA(ワトモスカタログ)、WA2(ワトモス v2 カタログ)、価格(ワトモス v2 印刷版価格表) 

※★マークはバラ販売不可、☆マークはバラは 2 枚単位での販売 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
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７月号 2021 
 

お得意先様 各位 

廃番製品のご案内(PF-130・PF-131 大) 

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、次回生産ができなくなった為、下記製品を在庫限りで販売終了とさせていただく

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(6/29時点)
PF-130 ﾆｭｰ平円丸(金座入) GB 大 在庫限り 14 14 14 54 約300個
PF-131 ﾆｭｰ平円丸(金座入) 古美 大 在庫限り 14 14 14 54 約90個

※PF-130、PF-131はこれで大・中、共に「在庫限り」となります。
※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。

 

※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 

 
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 WEB 上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 

 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf


 
７月号 2021 

 
お得意先様各位 

 

 

①五輪開催期間中の出荷の件 
 

運送会社様に尋ねましたところ、期間中は配送に遅延が発生する可能性も 

あるとのことです。納期に余裕をもってご注文をよろしくお願いいたします。 

 

 

②夏季休暇のご案内 
 
 

8月 7日(土) ～ 8月 15日(日) 
 

 

                     

8/16(月)より通常営業とさせていただきます。 

何かとご迷惑をお掛けいたしますが、よろしくお願い申し上げます。 
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７月号 2021 

お得意先様 各位 

新製品「焼杉シリーズ」 
雑誌 CONFORT掲載記事紹介 

 

 
 

 

雑誌 CONFORT No.180に弊社の「焼杉シリーズ」の紹介記事が掲載されました。 

「焼杉シリーズ」は、弊社の新製品で 8月より順次発売を予定しております。 

詳しくは「焼杉シリーズ」特設ページ、もしくは次月ビドーニュースにてご確認下さい。 

特設ページ URL:https://www.watomos.com/yakisugi 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.watomos.com/yakisugi
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７月号 2021 

 

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 21 点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 
 

 
 
・長沢製作所 抗ウイルス・抗菌仕様レバー「ヴィークリア」シリーズ 計 8 点 
 
   抗ウイルス・抗菌仕様のレバーハンドル(チューブラタイプ)。 
 
・㈱丸喜金属本社 G-490 抗ウイルス O 型ハンドル(25φ)  計 6 点 

 
抗ウイルス仕様のステンレス両面ハンドル。 

 
・FROG「ステンレスプルハンドル 101 型 抗菌タイプ」 計 6 点 
  

抗菌仕様のステンレス両面ハンドル。 
 
・丸喜金属本社「S-966 カウンターヒンジ」 計 1 点 
  

特許を取得している扉の吊り込み作業が容易なカウンタードア用丁番。 
 

http://www.bidoor.co.jp/
mailto:info@bidoor.co.jp
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?transactionid=2a3dd91bbeab586685cea649438a64594672f8d9&mode=search&name=%E3%83%B4%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A2
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?transactionid=2a3dd91bbeab586685cea649438a64594672f8d9&mode=search&name=G-490
https://www.bidoorpal.com/products/list_all.php?transactionid=2a3dd91bbeab586685cea649438a64594672f8d9&mode=search&name=%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%AB101%E5%9E%8B+%E6%8A%97%E8%8F%8C
https://www.bidoorpal.com/products/detail20142.html
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