
お得意先様 各位

2021年10月25日(月) 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

RP-35 ｻﾝすべり 白 - 500 枚 ¥25 ¥0 ¥30 - 53 55

KB-128 神鏡房ﾂﾏﾐ 古美 - 20 個 ¥1,750 ¥2,250 ¥1,450 ¥1,750 51 53

UB-66 三笠ｶﾝ 銀古美 - 40 個 ¥2,100 ¥2,700 ¥2,400 ¥2,800 51 53

UB-67 三笠ｶﾝ 本金 - 40 個 ¥3,050 ¥3,850 ¥3,050 ¥3,500 51 53

BB-74 仏間片長丁番 古美 ﾋﾞｽ無 50(☆4) 枚 ¥850 ¥1,100 ¥1,050 ¥1,350 50 52

BB-74 仏間片長丁番 古美 ﾋﾞｽ付 24(☆4) 枚 ¥900 ¥1,200 ¥1,100 ¥1,450 50 52

TF-115 ﾀｯﾁﾋﾞｽ ｸﾛﾒｰﾄ 全サイズ 1 箱 ¥4,000 - ¥4,400 - 52 54

TF-116 ﾀｯﾁﾋﾞｽ ﾆｯｹﾙ 全サイズ 1 箱 ¥4,000 - ¥4,400 - 52 54

TF-117 ﾀｯﾁﾋﾞｽ GB 全サイズ 1 箱 ¥4,000 - ¥4,400 - 52 54

HF-85-S ﾊｻﾐ止ﾙｰﾀｰ取手 片面 白 中(ﾋﾟｯﾁ67) 50 本 ¥590 ¥830 ¥680 ¥980 43 45

HF-12 面打ﾙｰﾀｰ取手 ｳﾙﾐ 中(ﾋﾟｯﾁ67) 50 本 ¥260 ¥450 ¥340 ¥480 43 45

HF-12 面打ﾙｰﾀｰ取手 ｳﾙﾐ 小(ﾋﾟｯﾁ53) 50 本 ¥260 ¥450 ¥340 ¥480 43 45

HF-13 面打ﾙｰﾀｰ取手 黒 中(ﾋﾟｯﾁ67) 50 本 ¥260 ¥450 ¥340 ¥480 43 45

HF-13 面打ﾙｰﾀｰ取手 黒 小(ﾋﾟｯﾁ53) 50 本 ¥260 ¥450 ¥340 ¥480 43 45

HF-22 面打ﾙｰﾀｰ取手 ｸﾘｰﾑ 中(ﾋﾟｯﾁ67) 50 本 ¥280 ¥480 ¥400 ¥480 43 45

HF-23 面打ﾙｰﾀｰ取手 白 中(ﾋﾟｯﾁ67) 50 本 ¥250 ¥440 ¥330 ¥480 43 45

HF-82-S ﾊｻﾐ止ﾙｰﾀｰ取手 片面 ｳﾙﾐ 中(ﾋﾟｯﾁ53) 50 本 ¥480 ¥720 ¥580 ¥780 43 45

HF-82-S ﾊｻﾐ止ﾙｰﾀｰ取手 片面 ｳﾙﾐ 小(ﾋﾟｯﾁ67) 50 本 ¥480 ¥720 ¥580 ¥780 43 45

HF-82-W ﾊｻﾐ止ﾙｰﾀｰ取手 両面 ｳﾙﾐ 中(ﾋﾟｯﾁ68) 50 組 ¥620 ¥870 ¥820 ¥1,150

HF-83-S ﾊｻﾐ止ﾙｰﾀｰ取手 片面 黒 中(ﾋﾟｯﾁ53) 50 本 ¥480 ¥720 ¥580 ¥780 43 45

HF-83-S ﾊｻﾐ止ﾙｰﾀｰ取手 片面 黒 小(ﾋﾟｯﾁ67) 50 本 ¥480 ¥720 ¥580 ¥780 43 45

HF-83-W ﾊｻﾐ止ﾙｰﾀｰ取手 両面 黒 中(ﾋﾟｯﾁ68) 50 組 ¥620 ¥870 ¥820 ¥1,150

HF-84-S ﾊｻﾐ止ﾙｰﾀｰ取手 片面 ｸﾘｰﾑ 中(ﾋﾟｯﾁ53) 50 本 ¥630 ¥890 ¥680 ¥980 43 45

HF-01 ﾌﾗﾝｽ取手 ｳﾙﾐ 中(ﾋﾟｯﾁ80) ★100 本 ¥120 - ¥160 -

HF-01 ﾌﾗﾝｽ取手 ｳﾙﾐ 小(ﾋﾟｯﾁ62) ★100 本 ¥120 - ¥160 -

HF-02 ﾌﾗﾝｽ取手 黒 中(ﾋﾟｯﾁ80) ★100 本 ¥120 - ¥160 -

HF-02 ﾌﾗﾝｽ取手 黒 小(ﾋﾟｯﾁ62) ★100 本 ¥120 - ¥160 -

HF-07 鉄製角座取手 ｳﾙﾐ 中(ﾋﾟｯﾁ66) 50 本 ¥220 ¥380 ¥260 ¥380 43 45

HF-07 鉄製角座取手 ｳﾙﾐ 小(ﾋﾟｯﾁ53) 50 本 ¥220 ¥380 ¥260 ¥380 43 45

HF-08 鉄製角座取手 黒 中(ﾋﾟｯﾁ66) 50 本 ¥220 ¥380 ¥260 ¥380 43 45

HF-08 鉄製角座取手 黒 小(ﾋﾟｯﾁ53) 50 本 ¥220 ¥380 ¥260 ¥380 43 45

※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)

※★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。

[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

１０ 月号

価格改正のご案内
鉄製取手(ルーター取手等)その他

品番　　　　　　　品名 サイズ 箱入数
カタログ掲載P
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