
 



お得意先様 各位

新価格適用は2022年08月01日(月)受注分より

旧 旧 新 新

箱価格 ﾊﾞﾗ価格 箱価格 ﾊﾞﾗ価格 WA WA2
価格
表

在庫限り PB-427 虫喰平円丸 古美 大(61φ) 50 個 ¥860 ¥1,160

価格改正
PP-22 カラー戸引手 シル
バー

105mm(84.6×21) 30 個 ¥270 ¥380 ¥290 ¥410 33 35

価格改正 〃 75mm(61.3×15.4) 30 個 ¥250 ¥380 ¥270 ¥410 33 35

価格改正
PP-24 カラー戸引手 シャ
ンパン色

105mm(84.6×21) 30 個 ¥270 ¥380 ¥290 ¥410 33 35

価格改正 〃 75mm(61.3×15.4) 30 個 ¥250 ¥380 ¥270 ¥410 33 35

価格改正
PP-25 カラー戸引手 ブロ
ンズ

105mm(84.6×21) 30 個 ¥270 ¥380 ¥290 ¥410 33 35

価格改正 〃 75mm(61.3×15.4) 30 個 ¥250 ¥380 ¥270 ¥410 33 35

価格改正
JR-11 菊結引手房 芯入
古代紫 (2本1組)

40号 5 組 ¥2,420 ¥2,900 ¥2,710 ¥3,250 51 53

価格改正 〃 45号 5 組 ¥3,410 ¥4,090 ¥3,930 ¥4,710 51 53

価格改正 〃 50号 5 組 ¥4,290 ¥4,930 ¥4,770 ¥5,480 51 53

価格改正
JR-12 菊結引手房 芯入
赤 (2本1組)

40号 5 組 ¥2,420 ¥2,900 ¥2,710 ¥3,250 51 53

価格改正 〃 45号 5 組 ¥3,410 ¥4,090 ¥3,930 ¥4,710 51 53

価格改正 〃 50号 5 組 ¥4,290 ¥4,930 ¥4,770 ¥5,480 51 53

価格改正
JR-13 菊結引手房 芯入
茶 (2本1組)

40号 5 組 ¥2,420 ¥2,900 ¥2,710 ¥3,250 51 53

価格改正 〃 45号 5 組 ¥3,410 ¥4,090 ¥3,930 ¥4,710 51 53

価格改正 〃 50号 5 組 ¥4,290 ¥4,930 ¥4,770 ¥5,480 51 53

在庫限り TF-60 鉄皿全ネジ GB 2.4x16(1000本入) 1 箱 ¥3,140 -

在庫限り 〃 2.7x16(1000本入) 1 箱 ¥3,140 -

在庫限り TF-61 鉄皿全ネジ 黒 2.4x16(1000本入) 1 箱 ¥3,410 -

販売終了 〃 2.7x16(1000本入) 1 箱 ¥3,410 -

※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)

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・廃改情報のチェックには公式HP上のWeb定価表をご利用ください。

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

[ワトモスV2価格表(WEB版)]　https://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf ※スマートフォン用はこちら→
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改正内容 品番　　　　　　　品名 サイズ 箱入数

カタログ掲載P

残 約20個

お客さまにはご負担とご不便をおかけすることとなり、大変恐縮ではございますが
何とぞご理解頂き今後ともご厚情賜りますよう切にお願い申し上げます。
　※ PB-427 在庫限りの理由は次回生産不可の為です。7/1時点残り在庫は約20個です。
　　　(中サイズや他色も同様に次回生産不可ですが現状、在庫数に余裕がございますので在庫が減ってから改めてご案内させていただきます）
　※ カラー戸引手(塗装タイプ)の価格改正理由は塗料代UPにより原価が上昇した為です。
　※ 結引手房 芯入シリーズの価格改正理由は材料仕入れ工場変更により原価が上昇した為です。
　※ TF-60・TF-61は工場廃業の為(在庫限りの物も残り僅かです)。後継品を検討中です。

残 数箱

残 数箱

残 数箱

残り在庫なし

http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf
http://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf
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お得意先様各位 

 

夏季休暇のご案内 
 

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 2022年 8月の夏季休暇は下記の通りになります。 

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。 

 

敬具 

 

記 

 

8月 11日(木) ～ 8月 17日(水) 夏季休暇 
 

※ 8月 10日(水)の営業については通常通り、行います。 

※ 8月 18日(木)より通常通り営業致します。  

 

                    以上 
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お得意先様各位 

Web版 定価表ご利用のお願い 

 

原価変動による商品価格の改正が相次いでおり、この傾向は暫く続くことが予想されます。 

つきましては目まぐるしい価格表の訂正に対応する為、弊社としましては今後、印刷版ではな

く、Web版の定価表のご利用を強く推奨とさせていただきます。 

皆様には大変、ご不便をおかけいたしますが、このたび、スマートフォンでの閲覧用などもご用

意いたしましたので何卒ご理解・ご協力のほど、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) 

 

[ワトモス V2カタログ掲載品 価格表 (PC閲覧用)] 

https://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf 

 

[ワトモス V2カタログ掲載品 価格表 (スマートフォン閲覧用)]  

   品名を削除、品番のみの表記とし、スマートフォンでの閲覧性をアップさせた価格表です。 

 

★ 「PW-08」などキーワードでの検索も可能です。 

iPhoneの Safariであればページを開いてから 

ページ下部にある右の絵のアイコンをタップ。 

その後、「ページを検索」を選択します。 

※スマホからの閲覧には別途パケット料金が発生します 

            

           

 [ビドー全製品 価格表] 

 https://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf 

 

※PC閲覧用の価格表は、弊社公式HP(https://www.bidoor.co.jp/) TOPページの 

左側にあるバナーからも訪れることが可能です。 

https://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/watomos_v2pri.pdf
https://www.bidoor.co.jp/bidoor/pdf2/all_price.pdf
https://www.bidoor.co.jp/
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リフォーム用抗ウイルス新商品「フレルテ」のご案内 
拝啓 

日頃よりひとかたならぬご愛顧をいただき、心から感謝申し上げます。 

さて、弊社ではリフォーム用抗ウイルスの新商品「Flerute（フレルテ）」を、近日中に販売開始させてい

ただくこととなりました。販売に先駆けまして、特設 Web ページとプレスリリースを公開いたしました。

今後ともご厚情賜りますようお願い申し上げます。 

https://www.bidoor.co.jp/flerute/ 

敬具 

 
プレスリリースキャプチャ画像 

https://www.bidoor.co.jp/flerute/
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