
 



お得意先様 各位

2021年8月27日(金) 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 WA 価格表

MS-68 掘込長角 穴有 ｽﾃﾝ黒底 120mm 30 個 ¥720 ¥1,050 ¥830 ¥1,210 39 41 7

MS-68 掘込長角 穴有 ｽﾃﾝ黒底 105mm 30 個 ¥650 ¥910 ¥750 ¥1,050 39 41 7

MS-68 掘込長角 穴有 ｽﾃﾝ黒底 85mm 30 個 ¥580 ¥830 ¥660 ¥950 39 41 7

MS-68 掘込長角 穴有 ｽﾃﾝ黒底 65mm 30 個 ¥430 ¥630 ¥490 ¥720 39 41 7

MS-69 掘込長角 穴有 ｽﾃﾝ白底 120mm 30 個 ¥720 ¥1,050 ¥830 ¥1,210 39 41 7

MS-69 掘込長角 穴有 ｽﾃﾝ白底 105mm 30 個 ¥650 ¥910 ¥750 ¥1,050 39 41 7

MS-69 掘込長角 穴有 ｽﾃﾝ白底 85mm 30 個 ¥580 ¥830 ¥660 ¥950 39 41 7

MS-69 掘込長角 穴有 ｽﾃﾝ白底 65mm 30 個 ¥430 ¥630 ¥490 ¥720 39 41 7

MS-70 浅型掘込長角 穴無 ｽﾃﾝ白底 105mm 30 個 ¥760 ¥1,100 ¥860 ¥1,240 39 41 7

MS-74 浅型掘込長角 穴無 ｺｰﾄﾌﾞﾗｯｸ 105mm 30 個 ¥880 ¥1,200 ¥970 ¥1,330 39 41 7

MS-75 浅型掘込長角 穴無 ｺｰﾄﾎﾜｲﾄ 105mm 30 個 ¥880 ¥1,200 ¥970 ¥1,330 39 41 7

RP-17 SｽﾍﾞﾘT型 ｸﾘｰﾑ （200個入) 1 箱 ¥1,750 - ¥1,920 - 53 55 21

RP-49 ｻﾝｹﾝ Wｽﾍﾞﾘ ﾊｸﾘ紙ﾅｼ - 20 巻 ¥1,500 ¥1,900 ¥1,740 ¥2,200 53 55 21

RF-141 オイル戸車 30平 20 個 ¥160 - ¥200 - 47 49 20

RF-141 オイル戸車 36平 20 個 ¥200 - ¥250 - 47 49 20

RF-142 オイルV戸車（ニッケル） 30V 20 個 ¥210 - ¥280 - 47 49 20

RF-143 オイルVA戸車（ユニクロ） 33V 20 個 ¥370 - ¥470 - 47 49 20

※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

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。

[HP TOPから行く場合] bidoor.co.jp トップページ → メニュー「カタログ」 → 該当カタログの「PDF価格表ダウンロード」

[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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8 月号

価格改正のご案内
ステン堀込長角シリーズ(MS-68・69・70・74・75)

SスベリT型(RP-17)・サンケンWスベリ(RP-49)・オイル戸車シリーズ(RF-141～143)

品番　　　　　　　品名 サイズ 1箱入数
カタログ掲載P
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８月号 2021 

 
お得意様各位 

 

重要：営業時間変更のお知らせ 
 

拝啓 

貴社ますますのご清栄のこととお喜び申し上げます。 

日頃は BIDOOR製品を御利用いただきましてありがとうございます。 

 

誠に勝手ではございますが、この度、働き方改革に則って業務改善の一環として 

ビドーでは下記の通り、営業時間の変更をさせていただくことになりました。 
 

 

変更前 9：00 ～ 18：00 

9月 1日(水)より 9：00 ～ 17：00 

 

 

お客様には御不便をお掛けしますが、何卒御理解くださいますようお願いいたします。 

敬具 

 

 

※下記も併せて社内にて情報共有いただきますようどうぞよろしくお願いいたします。 

 

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製品の最新定価・廃改情報は公式 HPの価格表にてご確認いただけます。 

(HPの TOPから行く場合には bidoor.co.jp → メニュー「カタログ」→ 該当の「PDF価格表」) 
 

[全製品 価格表]     http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf  
[ワトモス V2 価格表]  http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf 
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８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●●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 

 
 
・NCC「No.125A 抗菌・抗ウイルス ステンレスドアハンドル 鏡面クローム」 計 2点 
 
   ケニファイン使用(抗ウイルス・抗菌)ステンレスドアハンドル。 
 
・BEST(ベスト)「No.618Vシリーズ」 計 4点 
 
   抗ウイルス SIAA認定のラバトリーブース用スライドボルト・取手・帽子掛け。 
 
・NCC 抗菌・抗ウイルス 多目的トレー・靴べら  計 3点 

 
抗ウイルス・抗菌めっきの多目的トレー・靴べら。 

 
・安田(YASUDA)「飛沫防止パーテーション」 計 8点 
 

メーカー直送、パーツごとの販売。 
 
・「ガチ壁くんシリーズ 石膏ボード用ルームハンガーブラケット」RHBSN、RHBWN  計 2点 
  

旧製品である RHBS・RHBNから固定金具がリニューアル。 
石膏ボード壁面への打ち込みが簡単に、抜き穴がより小さく。 
 

・フジテックジャパン 丁番類  
 

義星丁番の取り扱いを開始しました。また、以前から取り扱いのあった 
中厚・厚口丁番にケース価格を新たに設定。 
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