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本カタログの発行日は2020年8月6日です。掲載価格には消費税が含まれています。掲載商品は一部取り扱
いのない場合があります。詳しくは、www.IKEA.jpをご確認ください。
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購入ガイド　2021



2

20
/0

6/
29

 1
0:

52
:0

0

フレーム＆壁への取り付け、P 19、P 23

扉＆引き出し前部、P 26

目次

BESTÅ/ベストー 収納コンビネーション .......... 04

テレビ収納コンビネーション ........................... 06

収納コンビネーション .......................................12

自分だけのBESTÅ/ベストーをつくろう ............16
 テレビ台＆収納フレーム ................................18
 機能的なアクセサリー ................................... 24
 扉＆引き出し前部 .......................................... 26
 コンビネーションのアレンジ ....................... 34

照明 .................................................................... 40

ボックス＆仕切り .............................................. 43

サービス ............................................................. 46

BESTA_white_stained_oak_pg_02_03  2 BESTA_white_stained_oak_pg_02_03  3
ラ
バ
ー三 校



2

20
/0

6/
29

 1
0:

52
:0

0

フレーム＆壁への取り付け、P 19、P 23

扉＆引き出し前部、P 26

目次

BESTÅ/ベストー 収納コンビネーション .......... 04

テレビ収納コンビネーション ........................... 06

収納コンビネーション .......................................12

自分だけのBESTÅ/ベストーをつくろう ............16
 テレビ台＆収納フレーム ................................18
 機能的なアクセサリー ................................... 24
 扉＆引き出し前部 .......................................... 26
 コンビネーションのアレンジ ....................... 34

照明 .................................................................... 40

ボックス＆仕切り .............................................. 43

サービス ............................................................. 46

BESTA_white_stained_oak_pg_02_03  2 BESTA_white_stained_oak_pg_02_03  3
ラ
バ
ー三 校

3

20/06/29 10:52:00

コンビネーションのアレンジ、P 34

ボックス＆仕切り、P 43

照明、P 40

機能的なアクセサリー、P 24

BESTA_white_stained_oak_pg_02_03  3
ラ
バ
ー三 校



BESTA_white_stained_oak_pg_04_05  4 BESTA_white_stained_oak_pg_04_05  5
ラ
バ
ー三 校

4

20
/0

6/
29

 1
0:

54
:1

7

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネー 
ション。W240×D42、H190cm。ホワイト　 
ラップヴィーケン/シンドヴィーク　 
ホワイトクリアガラス。 
プッシュオープン: 793.026.22
ソフトクロージング: 993.026.16

¥51,490

イケアのBESTÅ/ベストーは高い品質を備えた現代的な収納
シリーズ。好みやスペース、ニーズに合わせて、イチから
デザインしたり、カスタマイズしたりできます。BESTÅ/ベ
ストーはテレビ台として優れているうえ、おもちゃやゲー
ム、写真のアルバムなどの収納にも適しています。また、
大切なコレクションのディスプレイキャビネットとしても
活躍します。

BESTÅ/ベストーは、スペースの限られた部屋では、必要十
分な収納を備えたシンプルなユニットとして使い始めるこ

とができます。引っ越しや新しい家族の誕生など、ニーズ
が変化したら、拡張したりカスタマイズしたりできます。
そして何より、扉や引き出し前部の色や仕上げが豊富にそ
ろっているので、自分らしさを演出できます。さらにノブ
や取っ手、トップパネルや脚などで、一段と個性的に仕上
げられます。 

収納ニーズのある場所ならどこでも、BESTÅ/ベストーが役
に立ちます。自宅のいろいろな場所の収納をBESTÅ/ベスト
ーにすれば、家じゅうを美しくコーディネートできます。

BESTÅ /ベストー 収納コンビネーション

BESTÅ/ベストー　メディ 
ア 収 納 は 、 テ レ ビ は も
ち ろ ん 、 ゲ ー ム 機 器 か
ら、コードやケーブル、
リ モ コ ン 、 ボ ー ド ゲ ー
ム 、 お も ち ゃ ま で 、 何
でも収納可能。フロアス
ペースが限られているな
ら、BESTÅ/ベストーで壁
面を最大限に活用できま
す。
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BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネー 
ション。W240×D42、H190cm。ホワイト　 
ラップヴィーケン/シンドヴィーク　 
ホワイトクリアガラス。 
プッシュオープン: 793.026.22
ソフトクロージング: 993.026.16

¥51,490

イケアのBESTÅ/ベストーは高い品質を備えた現代的な収納
シリーズ。好みやスペース、ニーズに合わせて、イチから
デザインしたり、カスタマイズしたりできます。BESTÅ/ベ
ストーはテレビ台として優れているうえ、おもちゃやゲー
ム、写真のアルバムなどの収納にも適しています。また、
大切なコレクションのディスプレイキャビネットとしても
活躍します。

BESTÅ/ベストーは、スペースの限られた部屋では、必要十
分な収納を備えたシンプルなユニットとして使い始めるこ

とができます。引っ越しや新しい家族の誕生など、ニーズ
が変化したら、拡張したりカスタマイズしたりできます。
そして何より、扉や引き出し前部の色や仕上げが豊富にそ
ろっているので、自分らしさを演出できます。さらにノブ
や取っ手、トップパネルや脚などで、一段と個性的に仕上
げられます。 

収納ニーズのある場所ならどこでも、BESTÅ/ベストーが役
に立ちます。自宅のいろいろな場所の収納をBESTÅ/ベスト
ーにすれば、家じゅうを美しくコーディネートできます。

BESTÅ /ベストー 収納コンビネーション

BESTÅ/ベストー　メディ 
ア 収 納 は 、 テ レ ビ は も
ち ろ ん 、 ゲ ー ム 機 器 か
ら、コードやケーブル、
リ モ コ ン 、 ボ ー ド ゲ ー
ム 、 お も ち ゃ ま で 、 何
でも収納可能。フロアス
ペースが限られているな
ら、BESTÅ/ベストーで壁
面を最大限に活用できま
す。
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BESTÅ  
ベストー収納コンビネーション/ガラス
扉付き。 W120×D42、H240cm。 
 ホワイト/ハンヴィーケン/ストゥッバ
ルプ ホワイト/シンドヴィーク　クリ
アガラス 
プッシュオープン: 293.017.95
ソフトクロージング:693.019.01

¥53,500

BESTÅ 
ベストー収納コンビネーション/扉付き
W180×D42、H74cm。ブラックブラウン/
ストックヴィーケン/ストゥッバルプ チャ
コール  
693.025.71

¥37,000

ダイニングエリアに、隠す
収納と見せる収納の両方を
備えたソリューションがあ
ると便利です。大型の引き
出しにはナプキンやランチ
ョンマットを収納して、繊
細なグラスなどはガラス扉
の向こう側にディスプレイ。
キャビネットの中に照明を
取り付ければ、部屋のムー
ドアップに貢献します。

BESTÅ/ベストーのサイド
ボードコンビネーションな
ら、こまごまとしたものは
扉の奥に隠して、美しいデ
コレーションやオブジェは
サイドボードの上に並べら
れます。
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すっきりした空間で、映画やゲームに集中
BESTÅ /ベストーを選べば、テレビのまわりで過ごす時間がもっと楽しく、もっとリラッ
クスしたものになります。テレビをセンターに配して、ごちゃごちゃした機器はすべて隠
せます。BESTÅ/ベストーなら、すべてのものに定位置をつくって整理整頓するのも簡単。
散らかった部屋には別れを告げて、すっきりとかたづいた空間を実現しましょう。

テレビ収納コンビネーション

BESTÅ /ベストーテレビ収納コ
ンビネーション/ガラス扉付き。 
W240×D42、H231cm。
ブラックブラウン/ラップヴィー 
ケン/シンドヴィーククリアガラス
プッシュオープン: 491.867.42
ソフトクロージング: 291.871.15

¥80,990
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すっきりした空間で、映画やゲームに集中
BESTÅ /ベストーを選べば、テレビのまわりで過ごす時間がもっと楽しく、もっとリラッ
クスしたものになります。テレビをセンターに配して、ごちゃごちゃした機器はすべて隠
せます。BESTÅ/ベストーなら、すべてのものに定位置をつくって整理整頓するのも簡単。
散らかった部屋には別れを告げて、すっきりとかたづいた空間を実現しましょう。

テレビ収納コンビネーション

BESTÅ /ベストーテレビ収納コ
ンビネーション/ガラス扉付き。 
W240×D42、H231cm。
ブラックブラウン/ラップヴィー 
ケン/シンドヴィーククリアガラス
プッシュオープン: 491.867.42
ソフトクロージング: 291.871.15

¥80,990
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引き出しの内側に取り付けたLEDスティックライトは、引き出しを開ける
と自動で点灯します。だから、引き出しの中のものを探すたびに、天井の
全体照明を点ける必要はありません。

棚板の位置は収納するものに合わせて調節できます。おもちゃは子どもが手
の届く高さに収納すれば、子どもが自分で取り出したり、遊び終わったら、 
自分でかたづけたりできます。

BESTÅ/ベストー　TV台フレームを使えば、何本もあって見苦しいケーブル 
の整理もお手のもの。テレビ台の裏側の配線口に通せば、外から見えないだ 
けでなく、ケーブルの取り扱いも簡単です。テレビ台を壁に取り付けている 
場合でも、トップパネルの穴から楽にケーブルを通すことができます。

ガラス扉は大切な機器をホコリから守ります。もちろん、ガラス越しに 
リモコンも使えます。

キャビネット照明は狭い範囲を明るく照らすので、探し物を見つけやすくな 
ります。キャビネット照明は空間のムードアップに役立つだけでなく、 
明るいテレビと暗い部屋の明暗差を和らげます。

BESTÅ/ベストー 引き出しは容量があるので、大切なぬいぐるみの居場所も
つくれます。好みのスタイルに合わせてノブや取っ手を選ぶことも、シン
プルにプッシュオープン式にすることもできます。



BESTÅ /ベストー　テレビ台　扉付き
W120×D42、H74cm。 
ブラックブラウン/カルヴィーケン ダークグレー 
コンクリート調/ストゥッバルプ

492.766.48 ¥26,490

BESTÅ /ベストー　テレビ台　扉付
W180×D42、H38cm。ホワイト/ノートヴィーケン
灰色緑

 692.991.73 ¥21,990

BESTÅ /ベストー　テレビ台　ガラス扉＆引き出し付き
W180×D42、H48cm。ホワイト/セルスヴィーケン ハイ
グロス/グラスヴィーク　フロストガラス/ナンナルプ
プッシュオープン 991.850.90 ¥30,990
ソフトクロージング 291.851.21 ¥30,990
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テレビ台

テレビ収納コンビネーション

BESTÅ/ ベストー テレビ台は、テレビと周辺機器の収納にぴったり。すべての
ケーブルを見えない場所にすっきり収納できます。きれいにかたづいた環境で、 
くつろぎませんか。

BESTÅ /ベストー　テレビ台　引き
出し付き　W180×D42、H48cm。 
ホワイト/スッテルヴィーケンベ
ージュ/カッバルプ脚　（取っ手
別売り）

プッシュオープン 793.845.28 ¥25,490
ソフトクロージング 593.845.29 ¥25,490
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BESTÅ /ベストー　テレビ台　扉付き
W120×D42、H74cm。 
ブラックブラウン/カルヴィーケン ダークグレー 
コンクリート調/ストゥッバルプ

492.766.48 ¥26,490

BESTÅ /ベストー　テレビ台　扉付
W180×D42、H38cm。ホワイト/ノートヴィーケン
灰色緑

 692.991.73 ¥21,990

BESTÅ /ベストー　テレビ台　ガラス扉＆引き出し付き
W180×D42、H48cm。ホワイト/セルスヴィーケン ハイ
グロス/グラスヴィーク　フロストガラス/ナンナルプ
プッシュオープン 991.850.90 ¥30,990
ソフトクロージング 291.851.21 ¥30,990
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テレビ台

テレビ収納コンビネーション

BESTÅ/ ベストー テレビ台は、テレビと周辺機器の収納にぴったり。すべての
ケーブルを見えない場所にすっきり収納できます。きれいにかたづいた環境で、 
くつろぎませんか。

BESTÅ /ベストー　テレビ台　引き
出し付き　W180×D42、H48cm。 
ホワイト/スッテルヴィーケンベ
ージュ/カッバルプ脚　（取っ手
別売り）

プッシュオープン 793.845.28 ¥25,490
ソフトクロージング 593.845.29 ¥25,490
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テレビ台

BESTÅ /ベストー　テレビ台　引き
出し付きW120×D42、H48cm。
ブラックブラウン/ラップヴィーケ
ン/ストゥッバルプ 脚

プッシュオープン 791.846.14 ¥19,490
ソフトクロージング 791.848.93 ¥19,490

BESTÅ /ベストー　テレビ台　扉＆引き出し付き
W280×D42、H74cm。  ホワイト/ノートヴィーケンブル
ー/ストゥッバルプ 　脚

プッシュオープン 192.975.53 ¥43,490
ソフトクロージング 892.975.40 ¥43,490

テレビ収納コンビネーション

BESTÅ /ベストー　テレビ台　引き出し付きW120×D42、
H48cm。 
ホワイト/ラップヴィーケン/ストゥッバルプ　脚

プッシュオープン 491.846.15 ¥19,490
ソフトクロージング 591.848.94 ¥19,490

BESTÅ /ベストー　テレビ台 W120×D40、H48cm。 
ブラックブラウン/ストゥッバルプ　脚 

392.194.08 ¥11,490

イケアストアとIKEAオンラインストア（www.IKEA.jp)では、
イケアおすすめのBESTÅ/ベストーコンビネーションを 
たくさん紹介しています。気に入ったものが見つからないとき
や、おすすめのコンビネーションをカスタマイズしたいとき
は、BESTÅ/ベストー プランナーを使ってみましょう。

BESTA_white_stained_oak_pg_08_09  9
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テレビ収納コンビネーション

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネーション/ガラス扉付き。 
W240×D42、H166cm。 ホワイト/ラップヴィーケン 　ホワイト/ノ
ートヴィーケン グレーグリーン/シンドヴィーク クリアガラス
プッシュオープン 193.026.44 ¥57,490
ソフトクロージング 793.026.41 ¥57,490

BESTÅ /ベストー テレビ収納コンビネーション W300×D40、
H230cm/ラップヴィーケン/シンドヴィーク ホワイトクリ
アガラス
プッシュオープン 891.871.41 ¥104,990
ソフトクロージング 391.871.67 ¥104,990

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネーション/ガラス扉
付き。W240×D42、H230cm。 ホワイト/セルスヴィー
ケン ハイグロス/グラスヴィーク フロストガラス
プッシュオープン 991.867.49 ¥95,990
ソフトクロージング 291.871.20 ¥95,990

テレビ収納コンビネーション

BESTÅ/ ベストー テレビ収納コンビネーションは、リビングルームの整理整頓に大活躍。
テレビも周辺機器も、かたづけたいものすべてを収納できます。お気に入りをディスプレイ
するのにも最適です。

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビ
ネーション W300×D42、H211cm。 
ホワイト/ノートヴィーケン グレー
グリーン/クリアガラス

プッシュオープン 593.006.95 ¥76,490
ソフトクロージング 993.006.98 ¥76,490

BESTA_white_stained_oak_pg_10_11  10 BESTA_white_stained_oak_pg_10_11  11
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テレビ収納コンビネーション

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネーション/ガラス扉付き。 
W240×D42、H166cm。 ホワイト/ラップヴィーケン 　ホワイト/ノ
ートヴィーケン グレーグリーン/シンドヴィーク クリアガラス
プッシュオープン 193.026.44 ¥57,490
ソフトクロージング 793.026.41 ¥57,490

BESTÅ /ベストー テレビ収納コンビネーション W300×D40、
H230cm/ラップヴィーケン/シンドヴィーク ホワイトクリ
アガラス
プッシュオープン 891.871.41 ¥104,990
ソフトクロージング 391.871.67 ¥104,990

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネーション/ガラス扉
付き。W240×D42、H230cm。 ホワイト/セルスヴィー
ケン ハイグロス/グラスヴィーク フロストガラス
プッシュオープン 991.867.49 ¥95,990
ソフトクロージング 291.871.20 ¥95,990

テレビ収納コンビネーション

BESTÅ/ ベストー テレビ収納コンビネーションは、リビングルームの整理整頓に大活躍。
テレビも周辺機器も、かたづけたいものすべてを収納できます。お気に入りをディスプレイ
するのにも最適です。

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビ
ネーション W300×D42、H211cm。 
ホワイト/ノートヴィーケン グレー
グリーン/クリアガラス

プッシュオープン 593.006.95 ¥76,490
ソフトクロージング 993.006.98 ¥76,490
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テレビ収納コンビネーション

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネーション/ガラス扉
付き。W240×D42、H129cm。 ホワイト/ラップヴィー
ケン/シンドヴィーク クリアガラス 
プッシュオープン 191.853.10 ¥36,990
ソフトクロージング 691.853.41 ¥36,990

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネーション/扉付き。 
W240×D42、H230cm。 ホワイト/ハンヴィーケン  
ホワイト/ストゥッバルプ 
プッシュオープン 093.029.46 ¥71,490
ソフトクロージング 793.029.43 ¥71,490

BESTÅ /ベストーテレビ収納コンビネーション/ガラス扉付き。 
W300×D42、H193cm。 ブラックブラウン/ハンヴィーケン  
ブラックブラウン/シンドヴィーク クリアガラス 
プッシュオープン 392.993.82 ¥68,490
ソフトクロージング 992.993.79 ¥68,490

テレビ収納コンビネーション

BESTÅ /ベストーテレビ収納コン 
ビネーション/ガラス扉付き。 
W180×D42、H192cm。 
ブラックブラウン/ラップヴィー 
ケン ブラックブラウン/シンド 
ヴィーク クリアガラス 

プッシュオープン 591.866.09 ¥52,490
ソフトクロージング 891.867.16 ¥52,490

イケアストアとIKEAオンラインストア（www.IKEA.jp)で
は、イケアおすすめのBESTÅ/ベストーコンビネーションを 
たくさん紹介しています。気に入ったものが見つからないとき
や、おすすめのコンビネーションをカスタマイズしたいとき
は、BESTÅ/ベストー プランナーを使ってみましょう。

BESTA_white_stained_oak_pg_10_11  11
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隠して収納？ それとも個性的にディスプレイ？ 
すぐに散らかってしまうものは迷わず大型の引き出しやキ
ャビネットに隠して収納。逆に、お気に入りのアイテムや
デコレーションはガラス扉の向こう側やキャビネットの上

にディスプレイしましょう。隠す収納と見せる収納を同時
に実現するソリューションは、実用的なだけでなく、自分
らしさも演出できます。

収納コンビネーション

BESTÅ /ベストー収納コンビネーショ
ン/扉付き。W180×D42、H64cm。 ホ
ワイト/リクスヴィーケン ライトブロ
ンズ調
893.017.35

¥36,000

棚板はニーズに合わせて高さを調節できます。

収納ソリューションの上にクリエイティブなデ
ィスプレイをして、空間に温もりと個性をプ
ラス。
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隠して収納？ それとも個性的にディスプレイ？ 
すぐに散らかってしまうものは迷わず大型の引き出しやキ
ャビネットに隠して収納。逆に、お気に入りのアイテムや
デコレーションはガラス扉の向こう側やキャビネットの上

にディスプレイしましょう。隠す収納と見せる収納を同時
に実現するソリューションは、実用的なだけでなく、自分
らしさも演出できます。

収納コンビネーション

BESTÅ /ベストー収納コンビネーショ
ン/扉付き。W180×D42、H64cm。 ホ
ワイト/リクスヴィーケン ライトブロ
ンズ調
893.017.35

¥36,000

棚板はニーズに合わせて高さを調節できます。

収納ソリューションの上にクリエイティブなデ
ィスプレイをして、空間に温もりと個性をプ
ラス。
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ちょっとしたものを探すために、天井の全体照明
を点けてせっかくの雰囲気を台無しにすることは
ありません。引き出し内部にLEDライトスティッ
クを取り付ければ、引き出しを開けると自動で点
灯するので、中のものを簡単に探せます。

キャビネット内部に取り付けた目立たない照
明が、グラスなどのガラス製品に輝きを与え、
室内に心地よい光が広がります。照明付きのガ
ラス扉キャビネットには、ガラスの棚板がおす
すめ。明かりがキャビネットの一番下まで届
きます。

BESTÅ /ベストー収納コンビ
ネーション/ガラス扉付き。
 W60×D42、H193cm。 ホワイトステ
インオーク調/ラップヴィーケン ホワ
イトステインオーク調/シンドヴィー
ク クリアガラス
プッシュオープン: 093.008.67
ソフトクロージング: 393.008.61

¥28,500
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収納コンビネーション

収納コンビネーション

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/ガラス扉＆引き
出し付き。 W120×D42、H240cm。 ホワイトステイン
オーク調/ラップヴィーケン ホワイトステインオーク調/
シンドヴィーク クリアガラス/ストゥッバルプ
プッシュオープン 993.017.92 ¥50,500
ソフトクロージング 393.018.94 ¥50,500

BESTÅ /ベストー 収納コンビ 扉付
W120×D40、H192cm。ラクスヴィーケン ホワイト 

391.874.45 ¥56,000

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/扉付き。
W120×D42、H202cm。 ホワイト/カルヴィーケン  
ダークグレー コンクリート調/ストゥッバルプ

893.050.69 ¥45,500

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/ガラス扉付き。 
W60×D22、H202cm。 ブラックブラウン/シンド 
ヴィークブラックブラウン クリアガラス/スタッラルプ  

993.019.28 ¥27,500

BESTÅ /ベストーシリーズなら、お好みの機能とスタイルが実現できます。
高さのある収納、低めの収納、壁面収納。見せたいものは見せ、ごちゃごちゃ
したものはお気に入りの扉の後ろに隠してしまいましょう。ダイニングテーブ
ルのそばでは、食器から調理器まで便利に収納できます
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収納コンビネーション

収納コンビネーション

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/ガラス扉＆引き
出し付き。 W120×D42、H240cm。 ホワイトステイン
オーク調/ラップヴィーケン ホワイトステインオーク調/
シンドヴィーク クリアガラス/ストゥッバルプ
プッシュオープン 993.017.92 ¥50,500
ソフトクロージング 393.018.94 ¥50,500

BESTÅ /ベストー 収納コンビ 扉付
W120×D40、H192cm。ラクスヴィーケン ホワイト 

391.874.45 ¥56,000

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/扉付き。
W120×D42、H202cm。 ホワイト/カルヴィーケン  
ダークグレー コンクリート調/ストゥッバルプ

893.050.69 ¥45,500

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/ガラス扉付き。 
W60×D22、H202cm。 ブラックブラウン/シンド 
ヴィークブラックブラウン クリアガラス/スタッラルプ  

993.019.28 ¥27,500

BESTÅ /ベストーシリーズなら、お好みの機能とスタイルが実現できます。
高さのある収納、低めの収納、壁面収納。見せたいものは見せ、ごちゃごちゃ
したものはお気に入りの扉の後ろに隠してしまいましょう。ダイニングテーブ
ルのそばでは、食器から調理器まで便利に収納できます
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収納コンビネーション

BESTÅ /ベストー収納コンビ扉付/引出付
W120×D42、H74cm。 ホワイト/スッテルヴィーケンベ
ージュ/カッバルプ 脚取っ手別売り

プッシュオープン 493.848.79 ¥25,500
ソフトクロージング 193.848.85 ¥25,500

収納コンビネーション

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/扉付き 
W120×D42、H74cm。 ブラックブラウン/ストック 
ヴィーケン チャコール/スタッラルプ

293.027.28 ¥25,500

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/ガラス扉＆引き
出し付き。 W180×D42、H74cm。 ホワイト/ラップヴ
ィーケン ホワイト/シンドヴィーク ホワイトクリアガラ
ス/ストゥッバルプ  
プッシュオープン 893.026.88 ¥31,500
ソフトクロージング 693.026.89 ¥31,500

BESTÅ /ベストー収納コンビネーション/扉付き。
W180×D42、H74cm。 ブラックブラウン/リクス 
ヴィーケン ライトブロンズ調/ストゥッバルプ 

093.025.74 ¥37,000

イケアストアとIKEAオンラインストア（www.IKEA.jp) 
では、イケアおすすめのBESTÅ/ベストーコンビネーション 
をたくさん紹介しています。気に入ったものが見つからない
ときや、おすすめのコンビネーションをカスタマイズしたい
ときは、BESTÅ/ベストー プランナーを使ってみましょう。
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自分だけの BESTÅ/ベストーをつくろう

好みやニーズに合わせて、自由にアレンジを楽しめるのが、イケアおすす
めの BESTÅ/ベストーソリューション。扉や引き出し前部の色を変える。
違う色を組み合わせて大胆な配色にする。フレームを増やして収納スペー
スを広げたり、棚板を追加する。幾通りもの組み合わせをお楽しみいただ
けます。ゼロからスタートして、自分だけの組み合わせをつくることもで
きます。

1

BESTÅ/ ベストー プランナー 

2
3

1 2 3 4
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自分だけの BESTÅ/ベストーをつくろう

好みやニーズに合わせて、自由にアレンジを楽しめるのが、イケアおすす
めの BESTÅ/ベストーソリューション。扉や引き出し前部の色を変える。
違う色を組み合わせて大胆な配色にする。フレームを増やして収納スペー
スを広げたり、棚板を追加する。幾通りもの組み合わせをお楽しみいただ
けます。ゼロからスタートして、自分だけの組み合わせをつくることもで
きます。

1

BESTÅ/ ベストー プランナー 

2
3

1 2 3 4
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ

自分だけの BESTÅ/ベストーをつくろう

壁への取り付け方法、P23

扉＆引き出し前部、P26 ノブ＆取っ手、脚＆トップパネル、P34

引き出しソリューション、P25

テレビ台＆収納フレームを選ぶ

扉＆引き出し前部を選ぶ

アクセサリーを選ぶ

コンビネーションをアレンジ

1 2

3 4
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BESTÅ/ベストーには、テレビ台用のフレームとその他のフレームが豊富
にそろっています。床置き専用にデザインされたものもあれば、床置きで
も壁掛けでもお好みで使えるようデザインされたものもあります。テレビ
台用フレームはすべて配線口があるので、ケーブルの配線をすっきりとで
きます。収納が足りなくなったら、手持ちのBESTÅ/ベストー コンビネー
ションにフレームを追加するだけで、希望の形や大きさになります。

お役立ち情報
フレームを床に置いて使うときは、付属の壁用固定具で必ず壁に固定して
ください。壁の材質により使用できるネジの種類が異なるため、専用の取
り付けネジは含まれていません。壁の材質に適したネジ（別売り）をご使
用ください。

テレビ台＆収納フレーム

床置きのテレビ台用フレーム    

BESTÅ/ ベストー テレビ台フレーム
W120 × D40、H64cm。安全上の理由で、このテレビ台を壁につるして設置するこ
とはできません。脚を取り付ける場合は、脚 4 本と BESTÅ/ ベストー サポート脚1 
本が必要です。最大で 50 kgのテレビに対応。

ホワイト 202.998.91 ¥10,990
ブラックブラウン 202.998.86 ¥10,990
ホワイトステインオーク調 802.998.93 ¥10,990

組み合わせ例:

1

BESTÅ/ ベストー テレビ台フレーム
W180 × D40、H64cm。安全上の理由で、このテレビ台を壁につるして設置するこ
とはできません。脚を取り付ける場合は、脚 4 本とサポート脚 2 本が必要です。
最大で 50kgのテレビに対応。

ホワイト 502.998.80 ¥12,990
ブラックブラウン 502.998.75 ¥12,990
ホワイトステインオーク調 102.998.82 ¥12,990

組み合わせ例:

2 3 4
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BESTÅ/ベストーには、テレビ台用のフレームとその他のフレームが豊富
にそろっています。床置き専用にデザインされたものもあれば、床置きで
も壁掛けでもお好みで使えるようデザインされたものもあります。テレビ
台用フレームはすべて配線口があるので、ケーブルの配線をすっきりとで
きます。収納が足りなくなったら、手持ちのBESTÅ/ベストー コンビネー
ションにフレームを追加するだけで、希望の形や大きさになります。

お役立ち情報
フレームを床に置いて使うときは、付属の壁用固定具で必ず壁に固定して
ください。壁の材質により使用できるネジの種類が異なるため、専用の取
り付けネジは含まれていません。壁の材質に適したネジ（別売り）をご使
用ください。

テレビ台＆収納フレーム

床置きのテレビ台用フレーム    

BESTÅ/ ベストー テレビ台フレーム
W120 × D40、H64cm。安全上の理由で、このテレビ台を壁につるして設置するこ
とはできません。脚を取り付ける場合は、脚 4 本と BESTÅ/ ベストー サポート脚1 
本が必要です。最大で 50 kgのテレビに対応。

ホワイト 202.998.91 ¥10,990
ブラックブラウン 202.998.86 ¥10,990
ホワイトステインオーク調 802.998.93 ¥10,990

組み合わせ例:

1

BESTÅ/ ベストー テレビ台フレーム
W180 × D40、H64cm。安全上の理由で、このテレビ台を壁につるして設置するこ
とはできません。脚を取り付ける場合は、脚 4 本とサポート脚 2 本が必要です。
最大で 50kgのテレビに対応。

ホワイト 502.998.80 ¥12,990
ブラックブラウン 502.998.75 ¥12,990
ホワイトステインオーク調 102.998.82 ¥12,990

組み合わせ例:

2 3 4

19

20/06/29 11:22:53

BESTA_white_stained_oak_pg_18_19  19
ラ
バ
ー三 校

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - テレビ台＆収納フレーム

BESTÅ/ ベストー テレビ台フレーム
W180 × D40、H38cm。壁用固定具付き。脚を取り付ける場合は、脚 4 本とサ 
ポート脚 2 本が必要です。床置の場合、最大で 50 kgのテレビに対応。壁固定の 
場合は壁の材質によります。

ホワイト 902.945.26 ¥9,990
ブラックブラウン 202.945.20 ¥9,990
ホワイトステインオーク調 602.948.58 ¥9,990

組み合わせ例:

床置き/壁掛け式のテレビ台用フレーム     

壁への取り付け
壁用固定具はパッケージに同梱されていま
す。テレビ台を壁掛け式で使用する場合は、
付属の組み立て説明書に従って壁に固定して
ください。壁の材質により使用できるネジの
種類が異なるため、専用の取り付けネジは含
まれていません。ご自宅の壁の材質に適した
ネジをお使いください。どのネジが適してい
るかは、お近くの専門店にご相談ください。

BESTÅ/ ベストー テレビ台フレーム
W120 × D40、H38cm。壁用固定具付き。脚を取り付ける場合は、脚 4 本とサ 
ポート脚 1 本が必要です。床置の場合、最大で 50 kgのテレビに対応。壁固定の 
場合は壁の材質によります。

ホワイト 102.945.25 ¥7,990
ブラックブラウン 002.945.16 ¥7,990
ホワイトステインオーク調 802.948.57 ¥7,990

組み合わせ例:

注意！ 壁用固定具はパッケージに同梱さ
れています。
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UPPLEVA/ウップレーヴァ TV用ブラケットには固定式とテ
レビの角度を調節できる回転式があります。ケーブルへの
アクセスや接続が簡単です。どちらもケーブルマネジメン
トが付いているので、ケーブルを目立たないよう、すっき
りまとめて配線できます。 

UPPLEVA/ウップレーヴァ ケーブルカバーストリップは、
壁掛けテレビのケーブルをすっきりまとめて目隠しできま
す。自宅の壁に合わせてペンキで色を塗ったり、壁紙を貼
ったりできます。お好きな長さにカットして使えます 。

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - テレビ台＆収納フレーム

BESTÅ/ベストーなら、何本もあって見苦しいケーブルの
整理もお手のもの。テレビ台の裏側の配線口に通せば、ケ
ーブルが外から見えないだけでなく取り扱いも簡単です。

テレビ台を壁に固定した場合は、トップパネルの配線口か
らラクにケーブルを通せます。

UPPLEVA/ウップレーヴァ TV用ブラケット 固定式37-55インチのほとんどの
薄型テレビに対応。(最大荷重45Kg)　水準器が内蔵されているので、テレビ
を簡単に水平に取り付けられます。壁の材質により使用できるネジの種類が
異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。壁の材質に適したネ
ジをご使用ください。 

スチール 702.267.98 ￥2,500

MONTERA/モンテーラ ケーブルオーガナイザー 1.1 m 

ホワイト 6ピース 501.732.39 ¥699

ケーブルマネージメント

UPPLEVA/ウップレーヴァ　TV用ブラケット

UPPLEVA/ウップレーヴァ TV用ブラケット 回転式37-55インチのほとんど
の薄型テレビに対応。(最大荷重30Kg)　ブラケットを動かしてテレビの角度
を調節できます。テレビブラケットは配線口付き。ケーブルを目立たないよ
う、すっきりまとめて配線できます。

ライトグレー 403.306.02 ￥7,000
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UPPLEVA/ウップレーヴァ TV用ブラケットには固定式とテ
レビの角度を調節できる回転式があります。ケーブルへの
アクセスや接続が簡単です。どちらもケーブルマネジメン
トが付いているので、ケーブルを目立たないよう、すっき
りまとめて配線できます。 

UPPLEVA/ウップレーヴァ ケーブルカバーストリップは、
壁掛けテレビのケーブルをすっきりまとめて目隠しできま
す。自宅の壁に合わせてペンキで色を塗ったり、壁紙を貼
ったりできます。お好きな長さにカットして使えます 。

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - テレビ台＆収納フレーム

BESTÅ/ベストーなら、何本もあって見苦しいケーブルの
整理もお手のもの。テレビ台の裏側の配線口に通せば、ケ
ーブルが外から見えないだけでなく取り扱いも簡単です。

テレビ台を壁に固定した場合は、トップパネルの配線口か
らラクにケーブルを通せます。

UPPLEVA/ウップレーヴァ TV用ブラケット 固定式37-55インチのほとんどの
薄型テレビに対応。(最大荷重45Kg)　水準器が内蔵されているので、テレビ
を簡単に水平に取り付けられます。壁の材質により使用できるネジの種類が
異なるため、専用の取り付けネジは含まれていません。壁の材質に適したネ
ジをご使用ください。 

スチール 702.267.98 ￥2,500

MONTERA/モンテーラ ケーブルオーガナイザー 1.1 m 

ホワイト 6ピース 501.732.39 ¥699

ケーブルマネージメント

UPPLEVA/ウップレーヴァ　TV用ブラケット

UPPLEVA/ウップレーヴァ TV用ブラケット 回転式37-55インチのほとんど
の薄型テレビに対応。(最大荷重30Kg)　ブラケットを動かしてテレビの角度
を調節できます。テレビブラケットは配線口付き。ケーブルを目立たないよ
う、すっきりまとめて配線できます。

ライトグレー 403.306.02 ￥7,000
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - テレビ台＆収納フレーム

テレビなどのいくつかのケーブルをテレビ台にすっきりまとめて目隠しします。
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BESTÅ/ ベストー フレーム W120 × D40、H38cm。 壁 に 取り 付 ける 場 合 は、 
BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 2 本必要です。脚を取り付ける場合は、脚 4 本
とサポート脚 1 本が必要です。フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg、壁へ
の取り付けの場合は壁の材質によります。
ホワイト 302.458.45 ¥6,000
ブラックブラウン 902.459.51 ¥6,000
ホワイトステインオーク調 602.483.76 ¥6,000

組み合わせ例:

床置き/壁掛け式のフレーム    

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - テレビ台＆収納フレーム

BESTÅ/ ベストー フレームW120 × D40、H64cm。 壁 に 取り 付 ける 場 合 は、 
BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 2 本必要です。脚を取り付ける場合は、脚 4 本
とサポート脚 1 本が必要です。フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg、壁へ
の取り付けの場合は壁の材質によります。

ホワイト 902.458.47 ¥7,000
ブラックブラウン 302.459.54 ¥7,000
ホワイトステインオーク調 402.483.77 ¥7,000

組み合わせ例:

床置き式のフレーム   

BESTÅ/ ベストー フレームW60 × D40、H192cm。 安全上の理由で、このフレー
ムを壁につるして設置することはできません。BESTÅ/ベストー 脚を 4 本取り付け
て使えます。 フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg。
ホワイト 802.458.43 ¥8,000
ブラックブラウン 702.459.47 ¥8,000
ホワイトステインオーク調 802.483.75 ¥8,000

組み合わせ例:

BESTÅ/ ベストー フレームW60 × D40、H128cm。安全上の理由で、このフレーム
を壁につるして設置することはできません。BESTÅ/ベストー 脚を 4 本取り付けて
使えます。棚板一枚当たりの最大荷重は20kg。
ホワイト 202.458.41 ¥6,000
ブラックブラウン 102.459.45 ¥6,000
ホワイトステインオーク調 402.948.59 ¥6,000

組み合わせ例:
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BESTÅ/ ベストー フレーム W120 × D40、H38cm。 壁 に 取り 付 ける 場 合 は、 
BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 2 本必要です。脚を取り付ける場合は、脚 4 本
とサポート脚 1 本が必要です。フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg、壁へ
の取り付けの場合は壁の材質によります。
ホワイト 302.458.45 ¥6,000
ブラックブラウン 902.459.51 ¥6,000
ホワイトステインオーク調 602.483.76 ¥6,000

組み合わせ例:

床置き/壁掛け式のフレーム    

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - テレビ台＆収納フレーム

BESTÅ/ ベストー フレームW120 × D40、H64cm。 壁 に 取り 付 ける 場 合 は、 
BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 2 本必要です。脚を取り付ける場合は、脚 4 本
とサポート脚 1 本が必要です。フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg、壁へ
の取り付けの場合は壁の材質によります。

ホワイト 902.458.47 ¥7,000
ブラックブラウン 302.459.54 ¥7,000
ホワイトステインオーク調 402.483.77 ¥7,000

組み合わせ例:

床置き式のフレーム   

BESTÅ/ ベストー フレームW60 × D40、H192cm。 安全上の理由で、このフレー
ムを壁につるして設置することはできません。BESTÅ/ベストー 脚を 4 本取り付け
て使えます。 フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg。
ホワイト 802.458.43 ¥8,000
ブラックブラウン 702.459.47 ¥8,000
ホワイトステインオーク調 802.483.75 ¥8,000

組み合わせ例:

BESTÅ/ ベストー フレームW60 × D40、H128cm。安全上の理由で、このフレーム
を壁につるして設置することはできません。BESTÅ/ベストー 脚を 4 本取り付けて
使えます。棚板一枚当たりの最大荷重は20kg。
ホワイト 202.458.41 ¥6,000
ブラックブラウン 102.459.45 ¥6,000
ホワイトステインオーク調 402.948.59 ¥6,000

組み合わせ例:

20/06/29 11:29:49
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BESTÅ/ ベストー フレームW60 × D40、H64cm。 壁 に 取 り 付 け る 場 合 は、 
BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 1 本 必要です。 BESTÅ/ ベストー 脚を 4 本取
り付けて使えます。フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg、壁への取り付け
の場合は壁の材質によります。
ホワイト 102.458.51 ¥4,000
ブラックブラウン 402.459.63 ¥4,000
ホワイトステインオーク調 002.483.79 ¥4,000

組み合わせ例:

BESTÅ/ ベストー フレームW60 × D40、H38cm。 壁 に 取 り 付 け る 場 合 は、 
BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 1 本 必要です。 BESTÅ/ ベストー 脚を 4 本取
り付けて使えます。フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg、壁への取り付け
の場合は壁の材質によります。
ホワイト 502.458.49 ¥3,000
ブラックブラウン 802.459.61 ¥3,000
ホワイトステインオーク調 202.483.78 ¥3,000

組み合わせ例:

BESTÅ/ ベストー フレームW60 × D20、H64cm。 壁 に 取 り 付 け る 場 合 は、 
BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 1 本 必要です。 BESTÅ/ ベストー 脚を 4 本取
り付けて使えます。フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg、壁への取り付け
の場合は壁の材質によります。
ホワイト 402.459.20 ¥4,000
ブラックブラウン 002.459.60 ¥4,000
ホワイトステインオーク調 102.474.16 ¥4,000

組み合わせ例:

BESTÅ/ ベストー フレームW60 × D20、H38cm。 壁 に 取 り 付 け る 場 合 は、 
BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 1 本 必要です。 BESTÅ/ ベストー 脚を 4 本取
り付けて使えます。フレームの最大荷重は棚板一枚当たり20kg、壁への取り付け
の場合は壁の材質によります。
ホワイト 802.459.18 ¥3,000
ブラックブラウン 402.459.58 ¥3,000
ホワイトステインオーク調 002.474.12 ¥3,000

組み合わせ例:

床置き/壁掛け式のフレーム   

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - テレビ台＆収納フレーム

BESTÅ/ベストー フレームを壁に取り付けるには、
つり下げレールが必要です。つり下げレールは補
強材としての役割を果たすため、フレームを簡単
かつ安全に取り付けられます。ネジ穴が狭い間隔
でたくさん開いているので、壁の間柱のある位置
に確実にネジを打ち込めます。

BESTÅ/ ベストー つり下げレールシルバーカラー。60cm 幅のフレームに
は、BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 1 本必要です。120cm 幅のフレーム
には、 BESTÅ/ ベストー つり下げレールが 2 本必要です。つり下げレール
は、BESTÅ/ ベストー テレビ台には使用できません。フレーム上部と天井の
間は、5cm 以上空けてください。この間隔は、フレームをつり下げレール
に取り付けるために必要です。BESTÅ/ ベストー つり下げレールは、すべて
の壁面取り付け式のコンビネーションに含まれています。

60cm 102.848.47 ¥1,000

壁への取り付け

注意！ つり下げレールは、BESTÅ/ベストー テ
レビ台と一緒に使うことはできません。
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BESTÅ/ ベストー シェルフW56 × D16cm。奥 行き 20cm の BESTÅ/ 
ベストーフレームに合います。 　棚板一枚当たりの最大荷重は13kg,5kg(ガ
ラス棚板）。

ガラス 802.955.31 ¥500
ホワイト 303.526.80 ¥500
ブラックブラウン 503.526.79 ¥500
ホワイトステインオーク調 103.526.81 ¥500

内側を使いやすくデザインしましょう。ニーズに合わせて
棚板や引き出しを選んで、大切な小物や思い出の品から大
型のゲーム機やおもちゃまで、収納したいものにぴった
りマッチするBESTÅ/ベストー コンビネーションをつくれ
ます。

機能的なアクセサリー

棚板

２種類の奥行き、3 種類の色からお選びいただけます。
フレームに合わせてカラー コーディネートをお楽しみくだ
さい。ガラス製の棚板もご用意しています。ニーズに合わ
せて棚板の位置を調整できます。

2

BESTÅ/ ベストー シェルフW56 × D36cm。奥行き 40cm の BESTÅ/
 ベストーフレームおよびテレビ台フレームに合います。棚板一枚当たりの
最大荷重は20kg,10kg(ガラス棚板）。

ガラス 402.955.33 ¥1,000
ホワイト 703.526.83 ¥1,000
ブラックブラウン 903.526.82 ¥1,000
ホワイトステインオーク調 503.526.84 ¥1,000

BESTÅ/ベストー ボトルラック 6本用
水平でも、やや傾いた状態でも、どちらでも取り付け
できます。奥行き40cmのBESTA/ベストー フレームに
合います。

クロムメッキ 003.770.93 ¥2,000

BESTÅ/ベストー グラスラック
棚板の上のスペースは使いません。グラスを下向きに掛
けるので、グラスの中にホコリがたまりません。奥行き
40cmのBESTA/ベストーフレームに合います。

クロムメッキ 303.770.96 ¥2,000

INREDA/インレーダ シェルフインサート＆
引き出し式フレーム 50×36cm
引き出しは奥まで引き出せるので、中身が見やすく、出
し入れも簡単です。

シェルフインサート 504.298.86 ¥1,000
引き出しレーム 701.680.48 ¥4,000

1 3 4
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BESTÅ/ ベストー シェルフW56 × D16cm。奥 行き 20cm の BESTÅ/ 
ベストーフレームに合います。 　棚板一枚当たりの最大荷重は13kg,5kg(ガ
ラス棚板）。

ガラス 802.955.31 ¥500
ホワイト 303.526.80 ¥500
ブラックブラウン 503.526.79 ¥500
ホワイトステインオーク調 103.526.81 ¥500

内側を使いやすくデザインしましょう。ニーズに合わせて
棚板や引き出しを選んで、大切な小物や思い出の品から大
型のゲーム機やおもちゃまで、収納したいものにぴった
りマッチするBESTÅ/ベストー コンビネーションをつくれ
ます。

機能的なアクセサリー

棚板

２種類の奥行き、3 種類の色からお選びいただけます。
フレームに合わせてカラー コーディネートをお楽しみくだ
さい。ガラス製の棚板もご用意しています。ニーズに合わ
せて棚板の位置を調整できます。

2

BESTÅ/ ベストー シェルフW56 × D36cm。奥行き 40cm の BESTÅ/
 ベストーフレームおよびテレビ台フレームに合います。棚板一枚当たりの
最大荷重は20kg,10kg(ガラス棚板）。

ガラス 402.955.33 ¥1,000
ホワイト 703.526.83 ¥1,000
ブラックブラウン 903.526.82 ¥1,000
ホワイトステインオーク調 503.526.84 ¥1,000

BESTÅ/ベストー ボトルラック 6本用
水平でも、やや傾いた状態でも、どちらでも取り付け
できます。奥行き40cmのBESTA/ベストー フレームに
合います。

クロムメッキ 003.770.93 ¥2,000

BESTÅ/ベストー グラスラック
棚板の上のスペースは使いません。グラスを下向きに掛
けるので、グラスの中にホコリがたまりません。奥行き
40cmのBESTA/ベストーフレームに合います。

クロムメッキ 303.770.96 ¥2,000

INREDA/インレーダ シェルフインサート＆
引き出し式フレーム 50×36cm
引き出しは奥まで引き出せるので、中身が見やすく、出
し入れも簡単です。

シェルフインサート 504.298.86 ¥1,000
引き出しレーム 701.680.48 ¥4,000

1 3 4
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - アクセサリー

引き出し用スライドレール

引き出し

BESTÅ/ ベストー引き出し用スライドレールソフトクロージン
グ。スライドレールを取り付けると、引き出しがゆっくり静かに
閉まります。ノブまたは取っ手を取り付けてお使いください。

2 本セット 203.487.16 ¥1,000

プッシュオープン。取っ手やノブは必要ありません。軽
く押すだけで引き出しが開きます。

2 本セット 803.487.18 ¥1,000

BESTÅ/ ベストー引き出しの高さは２種類。引き出しの
色は、フレームやTV台に合わせてコーディネートされ
ています。引き出し用スライドレールは、プッシュオ
ープンとソフトクロージングからお選びください。

BESTÅ/ ベストー 引き出しフレームW60 × D40、H25cm。BESTÅ/ ベストー 
引き出し用スライドレールおよび BESTÅ/ ベストー 引き出し前部（W60 × 
H38cm）と組み合わせてお使いください。最大荷重：10kg。

ホワイト 303.513.60 ¥2,000
ブラックブラウン 503.513.59 ¥2,000
ホワイトステインオーク調 103.513.61 ¥2,000

BESTÅ/ ベストー 引き出しフレームW60 × D40、H15cm。BESTÅ/ ベスト
ー 引き出し用スライドレール、BESTÅ/ ベストー 引き出し前部（W60 × 
H26cm）と組み合わせてお使いください。最大荷重：10kg

ホワイト 903.513.57 ¥2,000
ブラックブラウン 103.513.56 ¥2,000
ホワイトステインオーク調 703.513.58 ¥2,000

ノブや取っ手を付けるならソフトクロージング式の
引き出し用スライドレールをお選びください。
引き出しがゆっくり静かに閉まります。

ノブや取っ手を付けない場合はプッシュオープ
ン式の引き出し用スライドレールをお選びくだ
さい。軽く押すだけで引き出しが開きます。

お役立ち情報
プッシュオープン機能は引き出しを押して開け
るしくみなので、フレームと引き出し前部の間
に空間を必要とします。フレームと引き出し前
部の間のわずかなすき間はこの機能のためのも
ので、製品の不良ではありません。

お役立ち情報
ソフトクロージングの引き出しを使う場合は、
ノブや取っ手を必ず使用してください。
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引き出し、引き出し用スライドレール、P25

お役立ち情報
ソフトクロージングを使用する場合、ノブまたは取っ手を取り付けてお使い
ください。引き出しがゆっくり静かに閉まります。

サイズやデザインを豊富に取りそろえています。ハイグロスのつや感、落
ち着いたマット感、木の質感。カラフルなもの、 控えめなもの。あなた
のお気に入りを見つけてください。

扉＆引き出し前部

BESTÅ/ ベストー 
ソフトクロージング/ プッシュオープン ヒンジ
ソフトクロージング機能で、扉がゆっくり静かに閉まります。付属のプッシ
ュオープンを使用すると、押すだけで扉が開きます。使用しない場合は、ノ
ブまたは取っ手を付けます。ノブと取っ手は別売りです。

2個セット 602.612.59 ¥1,000

組み合わせのヒント

扉/引き出し前部：扉または引き出し前部として使用します。扉
として使用する場合は、BESTÅ/ベストー ヒンジを使用します。
引き出し前部として使用する場合は、BESTÅ/ベストー 引き出し
フレーム（W60×D40、H25cm）とBESTÅ/ベストー 引き出し用
スライドレールを組み合わせます。

引き出し前部：BESTÅ/ベストー 引き出しフレーム
（W60×D40、H15cm）および BESTÅ/ベストー 引
き出し用スライドレールと組み合わせます。

扉：取り付けには、BESTÅ/ベストー ヒンジが必
要です。

31 2 4
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引き出し、引き出し用スライドレール、P25

お役立ち情報
ソフトクロージングを使用する場合、ノブまたは取っ手を取り付けてお使い
ください。引き出しがゆっくり静かに閉まります。

サイズやデザインを豊富に取りそろえています。ハイグロスのつや感、落
ち着いたマット感、木の質感。カラフルなもの、 控えめなもの。あなた
のお気に入りを見つけてください。

扉＆引き出し前部

BESTÅ/ ベストー 
ソフトクロージング/ プッシュオープン ヒンジ
ソフトクロージング機能で、扉がゆっくり静かに閉まります。付属のプッシ
ュオープンを使用すると、押すだけで扉が開きます。使用しない場合は、ノ
ブまたは取っ手を付けます。ノブと取っ手は別売りです。

2個セット 602.612.59 ¥1,000

組み合わせのヒント

扉/引き出し前部：扉または引き出し前部として使用します。扉
として使用する場合は、BESTÅ/ベストー ヒンジを使用します。
引き出し前部として使用する場合は、BESTÅ/ベストー 引き出し
フレーム（W60×D40、H25cm）とBESTÅ/ベストー 引き出し用
スライドレールを組み合わせます。

引き出し前部：BESTÅ/ベストー 引き出しフレーム
（W60×D40、H15cm）および BESTÅ/ベストー 引
き出し用スライドレールと組み合わせます。

扉：取り付けには、BESTÅ/ベストー ヒンジが必
要です。

31 2 4

NOTVIKEN/ノートヴィーケン 
カラー/デザイン:グレーグリーン
素材/パーティクルボード、ペーパーフォイル

リネン調のエンボス加工を施した、グレーグリーンの
NOTVIKEN/ノートヴィーケン 扉＆引き出し前部は、表
面の風合いと見た目の奥行き感が特徴。カラフルでモ
ダンな印象です。

扉 W60×H64cm 604.443.77 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 204.443.79 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 804.443.81 ¥1,500
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

LAPPVIKEN/ラップヴィーケン
カラー/デザイン:ホワイト
素材/パーティクルボード、ペーパーフォイル

ホワイトのLAPPVIKEN/ラップヴィーケン 扉＆引き出
し前部は、すっきりシンプルなデザインで、軽やかでモ
ダンな印象です。低価格で質の高い収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 302.916.77 ￥2,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 702.916.75 ￥1,500
引き出し前部 W60×H26cm 902.916.79 ￥1,000

LAPPVIKEN/ラップヴィーケン 
カラー/デザイン:ブラックブラウン
素材/パーティクルボード、ペーパーフォイル

ブラックブラウンのLAPPVIKEN/ラップヴィーケン 
扉＆引き出し前部は、すっきりシンプルなデザインで見
た目は木製のような仕上げ。ナチュラルでモダンな印象
です。低価格で高い品質の収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 602.916.71 ￥2,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 202.916.68 ￥1,500
引き出し前部 W60×H26cm 202.916.73 ￥1,000

LAPPVIKEN/ラップヴィーケン
カラー/デザイン:ホワイトステインオーク調
素材/パーティクルボード、ペーパーフォイル

ホワイトステインオーク調のLAPPVIKEN/ラップヴィ
ーケン 扉＆引き出し前部は、すっきりシンプルなデザ
インで、見た目はオーク材のような仕上げ。ナチュラ
ルでモダンな印象です。低価格で高い品質の収納をつ
くれます。 

扉 W60×H64cm 202.954.64 ￥2,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 702.954.66 ￥1,500
引き出し前部 W60×H26cm 902.954.65 ￥1,000

扉＆引き出し前部

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

扉＆引き出し前部

HANVIKEN/ハンヴィーケン 
カラー/デザイン:ホワイト
素材/繊維板、ペーパーフォイル

アートフレームのような枠が特徴のホワイトの
HANVIKEN/ハンヴィーケン 扉＆引き出し前部は、
温かみのあるナチュラルな印象です。トラディシ
ョナルスタイルの収納をつくれます。 

扉 W60×H64cm 202.918.47 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 802.918.49 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 202.918.52 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

HANVIKEN/ハンヴィーケン 
カラー/デザイン:ブラックブラウン
素材/繊維板、ペーパーフォイル

アートフレームのような枠が特徴のブラックの
HANVIKEN/ハンヴィーケン 扉＆引き出し前部は、温
かみのあるナチュラルな印象です。トラディショナル
スタイルの収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 302.947.94 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 802.947.96 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 402.947.98 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

NOTVIKEN/ノートヴィーケン 
カラー/デザイン:ブルー
素材/パーティクルボード、ペーパーフォイル

リネン調のエンボス加工を施した、ブルーの
NOTVIKEN/ノートヴィーケン 扉＆引き出し前部は、
表面の風合いと見た目の奥行き感が特徴。カラフルで
モダンな印象です。

扉 W60×H64cm 404.443.59 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 004.443.61 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 604.443.63 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

扉＆引き出し前部

HANVIKEN/ハンヴィーケン 
カラー/デザイン:ホワイト
素材/繊維板、ペーパーフォイル

アートフレームのような枠が特徴のホワイトの
HANVIKEN/ハンヴィーケン 扉＆引き出し前部は、
温かみのあるナチュラルな印象です。トラディシ
ョナルスタイルの収納をつくれます。 

扉 W60×H64cm 202.918.47 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 802.918.49 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 202.918.52 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

HANVIKEN/ハンヴィーケン 
カラー/デザイン:ブラックブラウン
素材/繊維板、ペーパーフォイル

アートフレームのような枠が特徴のブラックの
HANVIKEN/ハンヴィーケン 扉＆引き出し前部は、温
かみのあるナチュラルな印象です。トラディショナル
スタイルの収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 302.947.94 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 802.947.96 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 402.947.98 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

NOTVIKEN/ノートヴィーケン 
カラー/デザイン:ブルー
素材/パーティクルボード、ペーパーフォイル

リネン調のエンボス加工を施した、ブルーの
NOTVIKEN/ノートヴィーケン 扉＆引き出し前部は、
表面の風合いと見た目の奥行き感が特徴。カラフルで
モダンな印象です。

扉 W60×H64cm 404.443.59 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 004.443.61 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 604.443.63 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32

シンドヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P32
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

扉＆引き出し前部

SELSVIKEN/セルスヴィーケン 
カラー/デザイン:ハイグロスホワイト
素材/パーティクルボード、プラスチックフォイル

ホワイトのSELSVIKEN/セルスヴィーケン 扉＆引き出し
前部は、すっきりシンプルなデザイン。耐久性があり、
お手入れが簡単なハイグロス仕上げ。フレッシュでモダ
ンな印象の収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 602.916.33 ¥4,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 002.916.31 ¥3,000
引き出し前部 W60×H26cm 402.916.34 ¥2,000

グラスヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P33

SELSVIKEN/セルスヴィーケン 
カラー/デザイン:ハイグロスベージュ
素材/パーティクルボード、プラスチックフォイル

ベージュのSELSVIKEN/セルスヴィーケン 扉＆引き出し
前部は、すっきりシンプルなデザイン。耐久性があり、
お手入れが簡単なハイグロス仕上げ。フレッシュでモダ
ンな印象の収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 402.981.12 ¥4,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 102.948.65 ¥3,000
引き出し前部 W60×H26cm 502.948.68 ¥2,000

グラスヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P33

SELSVIKEN/セルスヴィーケン 
カラー/デザイン:ハイグロスブラウン/パターン
素材/パーティクルボード、プラスチックフォイル

模様入りのブラウンのSELSVIKEN/セルスヴィーケン 
扉＆引き出し前部は、すっきりシンプルなデザイン。耐
久性があり、お手入れが簡単なハイグロス仕上げ。表情
豊かでモダンな印象の収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 502.963.44 ¥4,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 402.963.49 ¥3,000
引き出し前部 W60×H26cm 802.963.52 ¥2,000

グラスヴィーク ガラス扉と組み
合わすことができます。P33

グラスヴィーク ガラス扉と組み 
合わすことができます。P33

SELSVIKEN/セルスヴィーケン
カラー/デザイン:ハイグロスダークレッドブラウン
素材/パーティクルボード、プラスチックフォイル

ダークレッドブラウンのSELSVIKEN/セルスヴィーケン 
扉と引き出し前部は、光沢のあるシンプルなデザイン。
ハイグロス仕上げの表面は耐久性に優れ、お手入れが
簡単です。活気あるモダンな見た目を収納にプラスしま
す。GLASSVIK/グラスヴィーク ガラス扉と組み合わせ
られます。

扉 W60×H64cm 904.443.85 ¥4,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 504.443.87 ¥3,000
引き出し前部 W160×H26cm 104.443.89 ¥2,000
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扉＆引き出し前部

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

TIMMERVIKEN/ティッメルヴィーケン
カラー/デザイン:ブラック/木目調
素材/パーティクルボード プラスチックフォイル

ブラックのTIMMERVIKEN/ティッメルヴィーケンは、深
いエンボス加工が特徴の扉＆引き出し前部。ナチュラル
で素朴な雰囲気を収納にプラスします。飽きのこないデ
ザインで、木目模様が視線を引き付けます。

扉 W60×H64cm 804.443.95 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 404.443.97 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 004.443.99 ¥1,500

SMEVIKEN/スメヴィーケン
カラー/デザイン:ホワイト
素材/パーティクルボード、アクリル塗装

ハイクオリティーを感じさせるデティールを持つ
SMEVIKEN/スメヴィーケンはトラディショナルな印象を
与え、BODBYN Kitchen ドアとマッチします。

扉 W60×H64cm 904.682.44 ¥5,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 404.728.80 ¥4,000
引き出し前部 W60xH26cm 004.728.82 ¥3,000

オストヴィーク　ガラス扉と組み 
合わすことができます。P32

2020年10月より販売予定

SUTTERVIKEN/スッテルヴィーケン
カラー/デザイン:ベージュ
素材/パーティクルボード、アクリル塗装

クラッシックなデザイン、あなたの家を海辺のコテージ
風に感じさせてくれるデティールをもつ
SUTTERVIKEN/スッテルヴィーケン。トラディショナル
な暖かい印象の収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 804.858.28 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 204.858.31 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 604.858.34 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み 
合わすことができます。P32

SUTTERVIKEN/スッテルヴィーケン
カラー/デザイン:ホワイト
素材/パーティクルボード、アクリル塗装

クラッシックなデザイン、あなたの家を海辺のコテージ
風に感じさせてくれるデティールをもつ
SUTTERVIKEN/スッテルヴィーケン。トラディショナル
な暖かい印象の収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 104.682.38 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 904.728.92 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 504.728.94 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み 
合わすことができます。P32
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扉＆引き出し前部

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

TIMMERVIKEN/ティッメルヴィーケン
カラー/デザイン:ブラック/木目調
素材/パーティクルボード プラスチックフォイル

ブラックのTIMMERVIKEN/ティッメルヴィーケンは、深
いエンボス加工が特徴の扉＆引き出し前部。ナチュラル
で素朴な雰囲気を収納にプラスします。飽きのこないデ
ザインで、木目模様が視線を引き付けます。

扉 W60×H64cm 804.443.95 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 404.443.97 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 004.443.99 ¥1,500

SMEVIKEN/スメヴィーケン
カラー/デザイン:ホワイト
素材/パーティクルボード、アクリル塗装

ハイクオリティーを感じさせるデティールを持つ
SMEVIKEN/スメヴィーケンはトラディショナルな印象を
与え、BODBYN Kitchen ドアとマッチします。

扉 W60×H64cm 904.682.44 ¥5,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 404.728.80 ¥4,000
引き出し前部 W60xH26cm 004.728.82 ¥3,000

オストヴィーク　ガラス扉と組み 
合わすことができます。P32

2020年10月より販売予定

SUTTERVIKEN/スッテルヴィーケン
カラー/デザイン:ベージュ
素材/パーティクルボード、アクリル塗装

クラッシックなデザイン、あなたの家を海辺のコテージ
風に感じさせてくれるデティールをもつ
SUTTERVIKEN/スッテルヴィーケン。トラディショナル
な暖かい印象の収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 804.858.28 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 204.858.31 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 604.858.34 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み 
合わすことができます。P32

SUTTERVIKEN/スッテルヴィーケン
カラー/デザイン:ホワイト
素材/パーティクルボード、アクリル塗装

クラッシックなデザイン、あなたの家を海辺のコテージ
風に感じさせてくれるデティールをもつ
SUTTERVIKEN/スッテルヴィーケン。トラディショナル
な暖かい印象の収納をつくれます。

扉 W60×H64cm 104.682.38 ¥3,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 904.728.92 ¥2,000
引き出し前部 W60×H26cm 504.728.94 ¥1,500

シンドヴィーク ガラス扉と組み 
合わすことができます。P32
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アクセント扉

RIKSVIKEN/リクスヴィーケン
カラー/デザイン:ライトブロンズ調
素材/パーティクルボード、プラスチックフォイル

思わず目を引くライトブロンズカラーのRIKSVIKEN/リクスヴィーケン アクセント扉
は、メタリック調の仕上げがとても個性的な雰囲気を生み出します。

扉 60×64cm 404.443.83 ¥5,000

LAXVIKEN/ラクスヴィーケン
カラー/デザイン:ホワイト/3Dエフェクト
素材/パーティクルボード、プラスチックフォイル

ホワイトのLAXVIKEN/ラクスヴィーケン アクセント扉は、表面にわずかな凹凸が
あり、そこから生まれる光と影が規則的な模様を描き出します。ほかの扉のよさを
引き立てつつ、印象的でモダンなアクセントが加わります。

扉 60×64cm 702.916.99 ¥4,000

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

グラスヴィーク ガラス扉と組
み合わすことができます。P33

グラスヴィーク ガラス扉と組
み合わすことができます。P33

グラスヴィーク ガラス扉と組
み合わすことができます。P33

グラスヴィーク ガラス扉と組
み合わすことができます。P33

アクセント扉は、より個性的な見た目の演出に最適。コントラ
ストを強調したり、模様や差し色を取り込んだりできます。
どのアクセント扉も、BESTÅ/ベストーとの組み合わせを考えて
デザインされています。

KALLVIKEN/カルヴィーケン
カラー/デザイン:ダークグレー/コンクリート調
素材/パーティクルボード、高圧メラミンラミネート

ダークグレーのKALLVIKEN/カルヴィーケン 扉＆引き
出し前部の表面はわずかに凹凸のあるコンクリート調
の仕上げ。モダンでインダストリアルな印象の収納を
つくれます。

扉 W60×H64cm 903.645.24 ¥5,000
扉/引き出し前部 W60×H38cm 504.259.92 ¥4,000
引き出し前部 W60×H26cm 104.259.89 ¥3,000

BESTA_white_stained_oak_pg_30_31  31
ラ
バ
ー三 校



BESTA_white_stained_oak_pg_32_33  32 BESTA_white_stained_oak_pg_32_33  33
ラ
バ
ー三 校

32

20
/0

6/
29

 1
1:

33
:4

9

SINDVIK/シンドヴィーク
カラー/デザイン:ホワイトステインオーク調/クリアガラス
素材/繊維板、ペーパーフォイル、強化ガラス

ホワイトステインオーク調/クリアガラスのSINDVIK/シンドヴィーク 扉は、BESTÅ/
ベストー ホワイトステインオーク調のフレームと相性抜群。すっきりとしたライン
とシンプルなデザインが、大切なアイテムの美しさを引き立てます。トラディショナ
ルとモダン、どちらのスタイルの扉にもマッチします。

ガラス扉 W60×H64cm 902.963.18 ￥3,000
ガラス扉 W60×H38cm 302.963.16 ￥2,000

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

ガラス扉

SINDVIK/シンドヴィーク
カラー/デザイン:ホワイト/クリアガラス
素材/繊維板、ペーパーフォイル、強化ガラス

ホワイト/クリアガラスのSINDVIK/シンドヴィーク 扉は、BESTÅ/ベストーのホワイ
トのフレームと相性抜群。すっきりとしたラインとシンプルなデザインが、大切な
アイテムの美しさを引き立てます。トラディショナルとモダン、どちらのスタイルの
扉にもマッチします。

ガラス扉 W60×H64cm 702.918.59 ￥3,000
ガラス扉 W60×H38cm 502.918.55 ￥2,000

SINDVIK/シンドヴィーク
カラー/デザイン:ブラックブラウン/クリアガラス
素材/繊維板、ペーパーフォイル、強化ガラス

ブラックブラウン/クリアガラスのSINDVIK/シンドヴィーク 扉は、BESTÅ/ベストー 
ブラックブラウンのフレームと相性抜群。すっきりとしたラインとシンプルなデザ
インが、大切なアイテムの美しさを引き立てます。トラディショナルとモダン、どち
らのスタイルの扉にもマッチします。

ガラス扉 W60×H64cm 802.963.14 ￥3,000
ガラス扉 W60×H38cm 202.963.12 ￥2,000

お役立ち情報
強化ガラスの取り扱いには十分にご注意ください。縁が欠けたり、表面に
傷が付いたりすると、突然ひびが入ったり、割れたりするおそれがありま
す。強化ガラスは側面からの衝撃に弱いため、側面から衝撃を与えないよ
うに注意してください。

組み合わせのヒント

BESTÅ/ベストー 
ソフトクロージング/ プッシュオープン ヒンジ
ソフトクロージング機能で、扉がゆっくり静かに閉まります。付属のプッシュ
オープンを使用すると、押すだけで扉が開きます。使用しない場合は、ノブま
たは取っ手を付けます。ノブと取っ手は別売りです。

2個セット 602.612.59 ￥1,000

扉：取り付けには、BESTÅ/ベストー ヒンジが必
要です。

扉：取り付けには、BESTÅ/ベストー ヒンジが必
要です。

OSTVIK/オストヴィーク 
カラー/デザイン:ホワイト/クリアガラス
素材/繊維板　アクリル塗装　強化ガラス

ハイクオリティーを感じさせるデティールを持つオストヴィーク/OSTVIK
トラディショナルな印象を与え、SMEDVIKEN/スメヴィーケンと相性抜群。

ガラス扉 W60×H64cm 304.728.52 ￥5,000
ガラス扉 W60×H38cm 904.728.54 ￥4,000
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SINDVIK/シンドヴィーク
カラー/デザイン:ホワイトステインオーク調/クリアガラス
素材/繊維板、ペーパーフォイル、強化ガラス

ホワイトステインオーク調/クリアガラスのSINDVIK/シンドヴィーク 扉は、BESTÅ/
ベストー ホワイトステインオーク調のフレームと相性抜群。すっきりとしたライン
とシンプルなデザインが、大切なアイテムの美しさを引き立てます。トラディショナ
ルとモダン、どちらのスタイルの扉にもマッチします。

ガラス扉 W60×H64cm 902.963.18 ￥3,000
ガラス扉 W60×H38cm 302.963.16 ￥2,000

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

ガラス扉

SINDVIK/シンドヴィーク
カラー/デザイン:ホワイト/クリアガラス
素材/繊維板、ペーパーフォイル、強化ガラス

ホワイト/クリアガラスのSINDVIK/シンドヴィーク 扉は、BESTÅ/ベストーのホワイ
トのフレームと相性抜群。すっきりとしたラインとシンプルなデザインが、大切な
アイテムの美しさを引き立てます。トラディショナルとモダン、どちらのスタイルの
扉にもマッチします。

ガラス扉 W60×H64cm 702.918.59 ￥3,000
ガラス扉 W60×H38cm 502.918.55 ￥2,000

SINDVIK/シンドヴィーク
カラー/デザイン:ブラックブラウン/クリアガラス
素材/繊維板、ペーパーフォイル、強化ガラス

ブラックブラウン/クリアガラスのSINDVIK/シンドヴィーク 扉は、BESTÅ/ベストー 
ブラックブラウンのフレームと相性抜群。すっきりとしたラインとシンプルなデザ
インが、大切なアイテムの美しさを引き立てます。トラディショナルとモダン、どち
らのスタイルの扉にもマッチします。

ガラス扉 W60×H64cm 802.963.14 ￥3,000
ガラス扉 W60×H38cm 202.963.12 ￥2,000

お役立ち情報
強化ガラスの取り扱いには十分にご注意ください。縁が欠けたり、表面に
傷が付いたりすると、突然ひびが入ったり、割れたりするおそれがありま
す。強化ガラスは側面からの衝撃に弱いため、側面から衝撃を与えないよ
うに注意してください。

組み合わせのヒント

BESTÅ/ベストー 
ソフトクロージング/ プッシュオープン ヒンジ
ソフトクロージング機能で、扉がゆっくり静かに閉まります。付属のプッシュ
オープンを使用すると、押すだけで扉が開きます。使用しない場合は、ノブま
たは取っ手を付けます。ノブと取っ手は別売りです。

2個セット 602.612.59 ￥1,000

扉：取り付けには、BESTÅ/ベストー ヒンジが必
要です。

扉：取り付けには、BESTÅ/ベストー ヒンジが必
要です。

OSTVIK/オストヴィーク 
カラー/デザイン:ホワイト/クリアガラス
素材/繊維板　アクリル塗装　強化ガラス

ハイクオリティーを感じさせるデティールを持つオストヴィーク/OSTVIK
トラディショナルな印象を与え、SMEDVIKEN/スメヴィーケンと相性抜群。

ガラス扉 W60×H64cm 304.728.52 ￥5,000
ガラス扉 W60×H38cm 904.728.54 ￥4,000
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 扉＆引き出し前部

ガラス扉

GLASSVIK/グラスヴィーク
カラー/デザイン:ホワイト/スモークガラス
素材/アルミニウム、強化ガラス

ホワイト/フロストガラスのGLASSVIK/グラスヴィーク  扉は、イケアのハイグロス
仕上げ扉やアクセント扉と組み合わせるのにぴったり。すっきりしたラインとモダ
ンな見た目の収納をつくれます。曇りガラスが収納したものを隠して、かたづいた印
象に。扉を閉じていてもリモコンは作動します。取っ手付き。

ガラス扉 W60×H64cm 102.916.64 ￥5,000
ガラス扉 W60×H38cm 502.916.57 ￥4,000

GLASSVIK/グラスヴィーク
カラー/デザイン:ブラック/スモークガラス
素材/アルミニウム、強化ガラス

ブラック/スモークガラスのGLASSVIK/グラスヴィーク  扉は、イケアのハイグロス
仕上げ扉やアクセント扉と組み合わせるのにぴったり。すっきりしたラインとモダ
ンな見た目の収納をつくれます。取っ手付き。

ガラス扉 W60×H64cm 702.916.61 ￥5,000
ガラス扉 W60×H38cm 402.916.53 ￥4,000

GLASSVIK/グラスヴィーク
カラー/デザイン:ホワイト/クリアガラス
素材/アルミニウム、強化ガラス

ホワイト/クリアガラスのGLASSVIK/グラスヴィーク 扉は、イケアのハイグロス仕上
げ扉やアクセント扉と組み合わせるのにぴったり。すっきりしたラインとモダンな
デザインが大切なアイテムを美しく縁取ります。取っ手付き。

ガラス扉 W60×H64cm 302.916.63 ￥5,000
ガラス扉 W60×H38cm 902.916.55 ￥4,000

GLASSVIK/グラスヴィーク
カラー/デザイン:ブラック/クリアガラス
素材/アルミニウム、強化ガラス

ブラック/クリアガラスのGLASSVIK/グラスヴィーク 扉は、イケアのハイグロス仕上
げ扉やアクセント扉と組み合わせるのにぴったり。すっきりしたラインとモダンな
見た目の収納をつくれます。取っ手付き。

ガラス扉 W60×H64cm 102.916.59 ￥5,000
ガラス扉 W60×H38cm 802.916.51 ￥4,000

GLASSVIK/グラスヴィーク
カラーデザイン:ダークレッドブラウン/クリアガラス
素材/アルミニウム、強化ガラス

クリアガラスを使ったダークレッドブラウンのGLASSVIK/グラスヴィーク ガラス
扉。ダークレッドブラウンのSELSVIKEN/セルスヴィーケン 引き出し前部や扉と組み
合わせるのにぴったりです。すっきりしたラインとモダンなデザインが大切なアイテ
ムを美しく縁取ります。取っ手付き。

ガラス扉 W60×H64cm 104.443.51 ￥5,000
ガラス扉 W60×H38cm 504.443.49 ￥4,000
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ノブや取っ手はケーキの表面を飾るアイシングのようなもの。BESTÅ/ベ
ストー コンビネーションのスタイルを強調したり、まったく違った表情
や思いがけない表情を生み出したりします。豊富にそろった商品をあれこ
れ試して、自分の好みに一番合うものを見つけましょう。

お役立ち情報
BESTÅ/ベストー コンビネーションにノブや取っ手を付ける場合は、ソフ
トクロージング機能が付いた扉用ヒンジや引き出し用スライドレールを選
ぶことをおすすめします。ゆっくり静かにしまるので快適です。

コンビネーションのアレンジ

LAPPVIKEN/ラップヴィーケン ホワイト/
BILLSBRO/ビルスブロ 取っ手、ホワイト　120mm

HANVIKEN/ハンヴィーケン ブラックブラウン/
ENERYDA エネリーダ ノブ　27mm

SELSVIKEN/セルスヴィーケン ホワイト  ハイグロス/ÖSTERNÄS オーステルネス なめし革 65mm

1 2 3 4
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ノブや取っ手はケーキの表面を飾るアイシングのようなもの。BESTÅ/ベ
ストー コンビネーションのスタイルを強調したり、まったく違った表情
や思いがけない表情を生み出したりします。豊富にそろった商品をあれこ
れ試して、自分の好みに一番合うものを見つけましょう。

お役立ち情報
BESTÅ/ベストー コンビネーションにノブや取っ手を付ける場合は、ソフ
トクロージング機能が付いた扉用ヒンジや引き出し用スライドレールを選
ぶことをおすすめします。ゆっくり静かにしまるので快適です。

コンビネーションのアレンジ

LAPPVIKEN/ラップヴィーケン ホワイト/
BILLSBRO/ビルスブロ 取っ手、ホワイト　120mm

HANVIKEN/ハンヴィーケン ブラックブラウン/
ENERYDA エネリーダ ノブ　27mm

SELSVIKEN/セルスヴィーケン ホワイト  ハイグロス/ÖSTERNÄS オーステルネス なめし革 65mm

1 2 3 4

BESTA_white_stained_oak_pg_34_35  35
ラ
バ
ー三 校

35

20/06/29 11:29:12

ノブ＆取っ手

92

BJÄRRED/ビャーレッド取っ手、ステンレススチール、
ブラック 革
L175mm 903.489.30 ¥2,000/2-ピース

TYDA/ティーダ 取っ手、ステンレススチール。
L138mm 101.767.44 ￥1,200/2ピース
L330mm 801.767.45 ￥1,500/2ピース

HACKÅS/ハクオース 取っ手、ホワイト。
L100mm 804.086.89 ￥700/2ピース
L300mm 604.086.90 ￥1,100/2ピース

HACKÅS/ハクオース ノブ、ホワイト。
L15mm 404.086.91 ￥500/2ピース

HACKÅS/ハクオース 取っ手、チャコール。
L100mm 903.424.81
L300mm 703.424.82

￥600/2ピース
￥1,000/2ピース

HACKÅS/ハクオース ノブ、チャコール。
L15mm 503.424.83 ￥500/2ピース

ORRNÄS/オルネース 取っ手、ステンレススチール。
L170mm 502.361.52 ¥1,100/2ピース
L234mm 602.254.12 ¥1,200/2ピース
L330mm 002.254.10 ¥1,500/2ピース

ORRNÄS/オルネース ノブ 2個 W17mm。
ステンレススチール 102.361.54 ¥600/2ピース

BAGGANÄS/バッガネース ノブ、黄銅色。 BAGGANÄS/バッガネース ノブ、ステンレススチール。
403.384.29 ¥500/2-ピース 103.384.35 ¥500/2-ピース Ø13mm 803.384.32 ¥500/2-ピース
203.384.30 ¥500/2-ピース 903.384.36 ¥500/2-ピース Ø20mm 603.384.33 ¥500/2-ピース
003.384.31 ¥500/2-ピース 703.384.37 ¥500/2-ピース Ø21mm 403.384.34 ¥500/2-ピース

BAGGANÄS/バッガネース 取っ手、ブラック。 BAGGANÄS/バッガネース 取っ手、黄銅色。 BAGGANÄS/バッガネース 取っ手、ステンレススチール
703.384.23 ¥600/2-ピース 803.384.27 ¥600/2-ピース 203.384.25 ¥600/2-ピース
503.384.24 ¥1,100/2-ピース 603.384.28 ¥1,100/2-ピース 003.384.26 ¥1,100/2-ピース

   

GUBBARP/グッブアルプ 取っ手、ホワイト。
L116mm 603.364.34 ¥100/2-ピース

GUBBARP/グッブアルプ ノブ、ホワイト。
Ø21mm 303.364.35 ¥80/2-ピース

EDVALLA/エドヴァッラ 取っ手 ドロップ型 、
2個 Ø18mm。
黄銅色 803.478.89 ¥900/2-ピース
ブラック 403.478.91 ¥900/2-ピース

BILLSBRO/ビルスブロ 取っ手、ホワイト
L40mm 403.343.13 ¥400/2-ピース
L120mm 703.343.02 ¥800/2-ピース
L320mm 803.343.11 ¥1,000/2-ピース
L520mm 703.343.16 ¥1,400/2-ピース

BILLSBRO/ビルスブロ 取っ手、ステンレスカラー
L40mm 303.236.16 ¥400/2-ピース
L120mm 903.236.18 ¥800/2-ピース
L320mm 703.236.19 ¥1,000/2-ピース
L520mm 503.236.20 ¥1,400/2-ピース

BAGGANÄS/バッガネース ノブ、ブラック。
Ø13mm 
Ø20mm 
Ø21mm 

Ø13mm 
Ø20mm 
Ø21mm 

L143mm 
L335mm 

L143mm 
L335mm 

L143mm 
L335mm 

BERGHALLA/ベリハラ 取っ手、グレー。
L56mm 503.228.85 ￥800/2ピース

BERGHALLA/ベリハラ 取っ手、ホワイト。
L56mm 003.228.83 ￥800/2ピース
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ノブ＆取っ手

ÖSTERNÄS/オーステルネス 革の取っ手、なめし革。
303.489.28 ¥1,900/2-ピース
303.489.33 ¥1,300/2-ピース

BORGHAMN/ボリハムン 取っ手、スチール、粉体塗装。
403.160.50 ¥700/2-ピース
603.160.49 ¥ 1,300/2-ピース
203.189.79 ¥2,000/2-ピース

HISHULT/ヒスフルト 取っ手、磁器 ホワイト。
402.700.66 ¥1,000/2-ピース

HISHULT/ヒスフルト ノブ、磁器 ホワイト。
002.731.42 ¥600/2-ピース
202.700.67 ¥700/2-ピース

MÖLLARP/モッラルプ 取っ手、ブラック。
002.700.68 ¥800/2-ピース

MÖLLARP/モッラルプ ノブ、ブラック。
902.730.91 ¥500/2-ピース

    

MOSSARYD/モッサリード 取っ手 ドロップ型、
ブラック。

003.703.55 ¥1,100/2-ピース

ステンレスカラー
303.703.54 ¥1,100/2-ピース

HEDRA/ヘードラ ノブ、チャコール。
Ø32mm  201.765.45 ¥600/2-ピース

KALLRÖR/カルロール 取っ手、ステンレススチール。
003.570.28 ￥800/2ピース
603.570.30 ￥1,000/2ピース
803.570.29 ￥1,200/2ピース

ENERYDA/エネリーダ カップハンドル、ブラック。 ENERYDA/エネリーダ カップハンドル、黄銅色。 ENERYDA/エネリーダ カップハンドル、クロムメッキ。

103.475.24 ¥1,000/2-ピース 603.475.26 ¥1,000/2-ピース 203.475.28 ¥1,000/2-ピース

ENERYDA/エネリーダ 取っ手、ブラック。 ENERYDA/エネリーダ 取っ手、黄銅色。 ENERYDA/エネリーダ 取っ手、クロムメッキ。

303.475.23 ¥1,000/2-ピース 803.475.25 ¥1,000/2-ピース 403.475.27 ¥1,000/2-ピース

ENERYDA/エネリーダ ノブ、ブラック。 ENERYDA/エネリーダ ノブ、黄銅色。 ENERYDA/エネリーダ ノブ、クロムメッキ

003.475.29 ¥500/2-ピース 403.475.32 ¥500/2-ピース 303.475.37 ¥500/2-ピース
803.475.30 ¥700/2-ピース 203.475.33 ¥700/2-ピース 703.475.35 ¥700/2-ピース
603.475.31 ¥900/2-ピース 003.475.34 ¥900/2-ピース 503.475.36 ¥900/2-ピース

 

SKÄRHAMN/シェールハムン 取っ手、
ブラック、クロムメッキ。

SKÄRHAMN/シェールハムンノブ、
ブラック、クロムメッキ。

SKÄRHAMN/シェールハムン 取っ手 ドロップ型ブラ 
ック、クロムメッキ。

903.487.89 ¥1,900/2-ピース 503.487.91 ¥1,100/2-ピース 903.694.37 ¥1,500/2-ピース
103.710.57 ¥1,300/2-ピース

ノブ＆取っ手

L153mm 
L65mm 

L213mm
L405mm
L597mm 

L40mm 
L170mm 
L426mm 

Ø23mm 
Ø30mm 

L140mm L106mm 

Ø14mm 

L49mm 

L49mm 

L148mm Ø22mm L20mm 
Ø30mm 

Ø20mm Ø20mm Ø20mm 
Ø27mm Ø27mm Ø27mm 
Ø35mm Ø35mm Ø35mm 

L89mm L89mm L89mm 

L112mm L112mm L112mm 
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ノブ＆取っ手

ÖSTERNÄS/オーステルネス 革の取っ手、なめし革。
303.489.28 ¥1,900/2-ピース
303.489.33 ¥1,300/2-ピース

BORGHAMN/ボリハムン 取っ手、スチール、粉体塗装。
403.160.50 ¥700/2-ピース
603.160.49 ¥ 1,300/2-ピース
203.189.79 ¥2,000/2-ピース

HISHULT/ヒスフルト 取っ手、磁器 ホワイト。
402.700.66 ¥1,000/2-ピース

HISHULT/ヒスフルト ノブ、磁器 ホワイト。
002.731.42 ¥600/2-ピース
202.700.67 ¥700/2-ピース

MÖLLARP/モッラルプ 取っ手、ブラック。
002.700.68 ¥800/2-ピース

MÖLLARP/モッラルプ ノブ、ブラック。
902.730.91 ¥500/2-ピース

    

MOSSARYD/モッサリード 取っ手 ドロップ型、
ブラック。

003.703.55 ¥1,100/2-ピース

ステンレスカラー
303.703.54 ¥1,100/2-ピース

HEDRA/ヘードラ ノブ、チャコール。
Ø32mm  201.765.45 ¥600/2-ピース

KALLRÖR/カルロール 取っ手、ステンレススチール。
003.570.28 ￥800/2ピース
603.570.30 ￥1,000/2ピース
803.570.29 ￥1,200/2ピース

ENERYDA/エネリーダ カップハンドル、ブラック。 ENERYDA/エネリーダ カップハンドル、黄銅色。 ENERYDA/エネリーダ カップハンドル、クロムメッキ。

103.475.24 ¥1,000/2-ピース 603.475.26 ¥1,000/2-ピース 203.475.28 ¥1,000/2-ピース

ENERYDA/エネリーダ 取っ手、ブラック。 ENERYDA/エネリーダ 取っ手、黄銅色。 ENERYDA/エネリーダ 取っ手、クロムメッキ。

303.475.23 ¥1,000/2-ピース 803.475.25 ¥1,000/2-ピース 403.475.27 ¥1,000/2-ピース

ENERYDA/エネリーダ ノブ、ブラック。 ENERYDA/エネリーダ ノブ、黄銅色。 ENERYDA/エネリーダ ノブ、クロムメッキ

003.475.29 ¥500/2-ピース 403.475.32 ¥500/2-ピース 303.475.37 ¥500/2-ピース
803.475.30 ¥700/2-ピース 203.475.33 ¥700/2-ピース 703.475.35 ¥700/2-ピース
603.475.31 ¥900/2-ピース 003.475.34 ¥900/2-ピース 503.475.36 ¥900/2-ピース

 

SKÄRHAMN/シェールハムン 取っ手、
ブラック、クロムメッキ。

SKÄRHAMN/シェールハムンノブ、
ブラック、クロムメッキ。

SKÄRHAMN/シェールハムン 取っ手 ドロップ型ブラ 
ック、クロムメッキ。

903.487.89 ¥1,900/2-ピース 503.487.91 ¥1,100/2-ピース 903.694.37 ¥1,500/2-ピース
103.710.57 ¥1,300/2-ピース

ノブ＆取っ手

L153mm 
L65mm 

L213mm
L405mm
L597mm 

L40mm 
L170mm 
L426mm 

Ø23mm 
Ø30mm 

L140mm L106mm 

Ø14mm 

L49mm 

L49mm 

L148mm Ø22mm L20mm 
Ø30mm 

Ø20mm Ø20mm Ø20mm 
Ø27mm Ø27mm Ø27mm 
Ø35mm Ø35mm Ø35mm 

L89mm L89mm L89mm 

L112mm L112mm L112mm 
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BESTÅ/ ベストー トップパネル
コンクリート調/ライトグレー

120×42cm コンクリート調 404.444.01 ¥4,000
180×42cm コンクリート調 004.444.03 ¥6,000

オーク突板

120×42cm オーク突板 804.729.20 ¥4,000
180×42cm オーク突板 404.729.22 ¥6,000

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - ノブ＆取っ手

トップパネル

BESTÅ/ ベストー テレビ台トップパネル パネル後部
に穴が開いているので、テレビ台を壁に設置して使用する場合でもコードを
楽に配線できます。
120×40cm
ブラック 602.953.01 ¥3,000
ホワイト 202.953.03 ¥3,000

180×40cm
ブラック 702.953.05 ¥5,000
ホワイト 302.953.07 ¥5,000

テレビ台や収納ソリューションの上部を傷や汚れから守
り、つやのある表面がすっきりとした印象をつくりだし
ます。

表面がややざらつきのあるコンクリート調です。モダンでスタイリッシュ
な見た目を収納にプラスしながら、BESTÅ/ベストー キャビネットの天板を
傷や汚れから守ります。

トップパネルは強化ガラス製、フレームの天板を傷や汚れから守り、お手
入れも簡単です。

お役立ち情報
強化ガラスの取り扱いには十分にご注意ください。縁が欠けた
り、表面に傷が付いたりすると、突然ひびが入ったり、割れた
りするおそれがあります。強化ガラスは側面からの衝撃に弱いた
め、側面から衝撃を与えないように注意してください。

BESTÅ/ ベストー トップパネル

60×40cm
ブラック 002.707.23 ¥2,000
ホワイト 502.707.25 ¥2,000

120×40cm
ブラック 101.965.39 ¥3,000
ホワイト 901.965.40 ¥3,000

180×40cm
ブラック 001.965.30 ¥5,000
ホワイト 701.965.36 ¥5,000
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STUBBARP/ストゥッバルプ 脚 H10cm。2 本セット。 60cm 幅のフレーム
には、脚 4 本が必要です。120cm 幅のフレームとテレビ台には、脚 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚 1 本が必要です。180cm 幅のテレビ台には、脚 
4 本と BESTÅ/ ベストー サポート脚 2 本が必要です。付属の接続プレートを
使えば、2台のフレームを脚 1 本で連結できます。 

ブラックブラウン 203.527.94 ¥500
ホワイト 903.527.95 ¥500
ホワイトステインオーク調 703.527.96 ¥500

KABBARP/ カッバルプ 脚 H10cm。2 本セット。 60cm 幅のフレームには、
脚 4 本が必要です。120cm 幅のフレームとテレビ台には、脚 4 本と BESTÅ/ 
ベストー サポート脚 1 本が必要です。180cm 幅のテレビ台には、脚 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚 2 本が必要です。付属の接続プレートを使え
ば、2台のフレームを脚 1 本で連結できます。

ホワイト 504.729.31 ¥500

NANNARP/  ナン ナルプ 脚 H10cm。2 本 セット。 60cm 幅のフレームに
は、脚 4 本が必要です。120cm 幅のフレームとテレビ台には、脚 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚 1 本が必要です。180cm 幅のテレビ台には、脚 
4 本と BESTÅ/ ベストー サポート脚 2 本が必要です。

ブラック 002.935.93 ¥1,000
ホワイト 802.935.94 ¥1,000
アルミニウム 302.935.96 ¥1,000

脚

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 脚

収納と床の間を開けることで、軽やかな印象を与えます。床の掃除も楽々。

お役立ち情報 
120cm幅のフレームとテレビ台には、脚 4 本と BESTÅ/ ベストー 
サポート脚 1 本が必要です。180cm 幅のテレビ台には、脚 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚 2 本が必要です。

BESTÅ/ ベストー サポート脚 H10–11cm。サポート脚を取り付けると、
BESTÅ/ ベストー コンビネーションの安定性がアップします。正面からは見
えません。サポート脚は、120cm以上の脚付きコンビネーションに必要に応
じて取り付けられます。

グレー 202.936.05 ¥500

STALLARP/ スタッラルプ 脚 H10cm。2 本セット。 60cm 幅のフレームには
脚が 4 本必要です。120cm 幅のフレームとテレビ台には脚が 4 本と BESTÅ/ 
ベストー サポート脚が 1 本必要です。180cm 幅のテレビ台には脚が 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚が 2本必要です。

クロムメッキ 903.905.75 ¥1,000
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STUBBARP/ストゥッバルプ 脚 H10cm。2 本セット。 60cm 幅のフレーム
には、脚 4 本が必要です。120cm 幅のフレームとテレビ台には、脚 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚 1 本が必要です。180cm 幅のテレビ台には、脚 
4 本と BESTÅ/ ベストー サポート脚 2 本が必要です。付属の接続プレートを
使えば、2台のフレームを脚 1 本で連結できます。 

ブラックブラウン 203.527.94 ¥500
ホワイト 903.527.95 ¥500
ホワイトステインオーク調 703.527.96 ¥500

KABBARP/ カッバルプ 脚 H10cm。2 本セット。 60cm 幅のフレームには、
脚 4 本が必要です。120cm 幅のフレームとテレビ台には、脚 4 本と BESTÅ/ 
ベストー サポート脚 1 本が必要です。180cm 幅のテレビ台には、脚 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚 2 本が必要です。付属の接続プレートを使え
ば、2台のフレームを脚 1 本で連結できます。

ホワイト 504.729.31 ¥500

NANNARP/  ナン ナルプ 脚 H10cm。2 本 セット。 60cm 幅のフレームに
は、脚 4 本が必要です。120cm 幅のフレームとテレビ台には、脚 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚 1 本が必要です。180cm 幅のテレビ台には、脚 
4 本と BESTÅ/ ベストー サポート脚 2 本が必要です。

ブラック 002.935.93 ¥1,000
ホワイト 802.935.94 ¥1,000
アルミニウム 302.935.96 ¥1,000

脚

自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 脚

収納と床の間を開けることで、軽やかな印象を与えます。床の掃除も楽々。

お役立ち情報 
120cm幅のフレームとテレビ台には、脚 4 本と BESTÅ/ ベストー 
サポート脚 1 本が必要です。180cm 幅のテレビ台には、脚 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚 2 本が必要です。

BESTÅ/ ベストー サポート脚 H10–11cm。サポート脚を取り付けると、
BESTÅ/ ベストー コンビネーションの安定性がアップします。正面からは見
えません。サポート脚は、120cm以上の脚付きコンビネーションに必要に応
じて取り付けられます。

グレー 202.936.05 ¥500

STALLARP/ スタッラルプ 脚 H10cm。2 本セット。 60cm 幅のフレームには
脚が 4 本必要です。120cm 幅のフレームとテレビ台には脚が 4 本と BESTÅ/ 
ベストー サポート脚が 1 本必要です。180cm 幅のテレビ台には脚が 4 本と 
BESTÅ/ ベストー サポート脚が 2本必要です。

クロムメッキ 903.905.75 ¥1,000
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自分だけのBESTÅ/ベストーをカスタマイズ - 脚

どの脚を選ぶかでBESTÅ/ベストー コンビ
ネーションのスタイルも変わります。同じ
部屋のほかの家具のスタイルに合わせれ
ば、統一感が生まれます。
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照明

今まで通りでいい？ それともイケアのスマート照明にする？ 
優れた照明は暮らしを快適にして、シチュエーションに適
したムードを演出します。ここでご紹介するのはBESTÅ/ベ
ストーにぴったりの照明。お気に入りのアートやコレク
ションをライトアップしたり、心地よい光の反射を生み
出したりします。棚の上やキャビネットの内側に設置す
れば、探し物がラクになります。TRÅDFRI /トロードフ
リ ドライバーワイヤレスコントロール用 、TRÅDFRI / ト
ロードフリ リモコンを使えば、NORRFLY/ノルフリーや

LINDSHULT/リンドスフルト、URSHULT/ウルスフルトが 
スマート照明になり、ワイヤレスで調光できます。また、 
TRÅDFRI/トロードフリ ゲートウェイに接続できるように
なります。TRÅDFRI/トロードフリ ゲートウェイに照明を
接続すれば、携帯電話にダウンロードしたイケアのホー
ムスマートアプリを使って、照明を操作できます。Apple 
HomeKitやAmazon Alexa、Google Homeなどのバーチャ
ルアシスタントで操作することも可能です。
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照明

今まで通りでいい？ それともイケアのスマート照明にする？ 
優れた照明は暮らしを快適にして、シチュエーションに適
したムードを演出します。ここでご紹介するのはBESTÅ/ベ
ストーにぴったりの照明。お気に入りのアートやコレク
ションをライトアップしたり、心地よい光の反射を生み
出したりします。棚の上やキャビネットの内側に設置す
れば、探し物がラクになります。TRÅDFRI /トロードフ
リ ドライバーワイヤレスコントロール用 、TRÅDFRI / ト
ロードフリ リモコンを使えば、NORRFLY/ノルフリーや

LINDSHULT/リンドスフルト、URSHULT/ウルスフルトが 
スマート照明になり、ワイヤレスで調光できます。また、 
TRÅDFRI/トロードフリ ゲートウェイに接続できるように
なります。TRÅDFRI/トロードフリ ゲートウェイに照明を
接続すれば、携帯電話にダウンロードしたイケアのホー
ムスマートアプリを使って、照明を操作できます。Apple 
HomeKitやAmazon Alexa、Google Homeなどのバーチャ
ルアシスタントで操作することも可能です。
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ニーズに応じて、OMLOPP/オムロップ LEDスポットライトまたは
NORRFLY/ノルフリー LEDスティックライト 55cmを選べます。

LEDキャビネット照明は、URSHULT/ウルスフルトとLINDSHULT/リンド
スフルトから選べます。ムード照明としても役立つうえ、探し物がラクに
なります。

ビルトイン照明

キャビネット照明

OMLOPP/オムロップ LEDスポットライト ホワイト 直径6.8cm。
OMLOPP/オムロップ LEDスポットライトはキャビネット内部を明るく照らしま
す。別売りのTRÅDFRI / トロードフリ ドライバーワイヤレスコントロール用、 
TRÅDFRI / トロードフリ リモコンで調光可能。ACアダプターについて詳しくは、
次のページをご覧ください。この照明の光源は交換できません。

アルミカラー 004.357.24 ¥1,499
ブラック 204.357.18 ¥1,499
ホワイト 804.357.20 ¥1,499

URSHULT/ウルスフルト LEDキャビネット照明 一定の範囲を明るくライトアッ
プします。別売りのTRÅDFRI / トロードフリ ドライバーワイヤレスコントロール
用、TRÅDFRI / トロードフリ リモコンで調光可能。この照明の光源は交換できま
せん。
ニッケルメッキ 902.604.04 ¥2,499
ホワイト 102.603.99 ¥2,499

NORRFLY/ノルフリー LEDスティックライト アルミカラー。NORRFLY/ノルフ
リーはモーションセンサー付き。扉の開け閉めの際、ライトが自動的に点灯・消
灯します。別売りのTRÅDFRI /トロードフリ ドライバーワイヤレスコントロール
用、TRÅDFRI /トロードフリ リモコンで調光可能。この照明の光源は交換できま
せん。

55cm 303.322.96 ¥1,999

LINDSHULT/リンドスフルト LEDキャビネット照明 一定の範囲を明るくライト
アップします。別売りのTRÅDFRI / トロードフリ ドライバーワイヤレスコントロ
ール用、TRÅDFRI / トロードフリ リモコンで調光可能。この照明の光源は交換で
きません。
ニッケルメッキ 502.604.39 ¥2,999

照明
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照明

引き出しには、STÖTTA/ストッタ LEDスティックライト
（32または52cm）が最適。 引き出しの中を明るく照らし
ます。電池式です。

引き出し用

STÖTTA/ストッタ LEDスティックライト 電池式 ホワイト 引
き出しを開け閉めする際に、ライトが自動的に点灯・消灯す
るので、電気のムダを省けます。電池は別売りです。単3形電
池が2本必要です。LADDA/ラッダ 充電式電池の使用をおすす
めします。
32cm 503.600.85 ￥1,499
52cm 903.600.88 ￥1,999

LADDA/ラッダ 充電式電池 単3形（HR6 AA 1.2V）4本 
バッテリー容量：2450mAh。約500回充電可能。

703.038.76 ￥899

BESTA_white_stained_oak_pg_42_43  42 BESTA_white_stained_oak_pg_42_43  43
ラ
バ
ー三 校



42

20
/0

6/
29

 1
1:

03
:0

2

照明

引き出しには、STÖTTA/ストッタ LEDスティックライト
（32または52cm）が最適。 引き出しの中を明るく照らし
ます。電池式です。

引き出し用

STÖTTA/ストッタ LEDスティックライト 電池式 ホワイト 引
き出しを開け閉めする際に、ライトが自動的に点灯・消灯す
るので、電気のムダを省けます。電池は別売りです。単3形電
池が2本必要です。LADDA/ラッダ 充電式電池の使用をおすす
めします。
32cm 503.600.85 ￥1,499
52cm 903.600.88 ￥1,999

LADDA/ラッダ 充電式電池 単3形（HR6 AA 1.2V）4本 
バッテリー容量：2450mAh。約500回充電可能。

703.038.76 ￥899
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ボックス＆仕切り

キャビネットや引き出しの中もスタイリッシュに整理整頓
収納ソリューションの中も、ボックスや仕切りですっきり
と整理整頓すれば、探し物がラクになります。BESTÅ/ベ
ストー ボックスは、リモコンやDVDはもちろん、おもち
ゃや趣味のアイテムまで何でも収納できる優れもの。く
り抜きタイプの取っ手で、持ち上げるの簡単です。ふた付
きのKUGGIS/クッギスやTJENA/ティエナ ボックスは、ペ
ンや文房具から、USBメモリー、ケーブルまで、何でもす
っきり整理できます。KUGGIS/クッギス インサート（8コ

ンパートメント） は単独で使うことも、大型のKUGGIS/
クッギス ボックスに入れて使うこともできるスマートな
仕切りです。KUGGIS/クッギス ふた付きボックスシリー
ズは重ねられるデザインです。さまざまなニーズを満たせ
るよう、サイズの異なるボックスを組み合わせて使えま
す。TJENA/ティエナ ふた付きボックスも同じような使い
方ができます！

BESTA_white_stained_oak_pg_42_43  43
ラ
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ボックス＆仕切り

BRANÄS/ブラネース
32×34×32cm 籐

801.731.53 ¥1,999

TATING/テティングバスケット

404.746.00 ¥1,299

RABBLA/ラッブラ ふた付きボックス
25×35×20cm

003.481.28 ¥2,499

RABBLA/ラッブラ ボックス 仕切付

803.481.29 ¥1,999

DRÖNA/ドローナ
33×38×33cm
ブラック 102.192.82 ¥499
ホワイト 702.628.28 ¥499
ダークグレー 204.439.78 ¥499

KNIPSA/クニプサ バスケット 
32×33×32cm 
シーグラス 901.732.99 ¥1,999

BESTÅ/ ベストー ボックス32×51×21cm

グレー 903.075.57 ¥1,999

RAGGISAR/ ラッギサル トレイ ダークグレー

20×30cm 103.480.24 ¥899
40×30cm 803.480.25 ¥1,299

BESTÅ/ ベストー ボックス　
25×31×15cm
グレー 103.075.56 ¥1,299
イエロー 903.098.44 ¥1,299

TJENA/ティエナ ふた付ボックス
18×25×15cm
ブラック 503.954.81 ¥299

TJENA/ ティエナ マガジンファイル 
2 個セット
ホワイト 903.954.17 ¥399
ブラック 703.954.75 ¥399

BULLIG/ブッリッグ 竹

32×35×33 104.745.93 ¥2,499
25×32×25 504.745.91 ¥1,799

GNABBAS/グナッパス バスケット 
32×35×32cm シーグラス
ブラック 404.003.17 ¥1,299

KUGGIS/クッギス ふた付ボックス ホワイト

26×35×8cm 202.823.05 ¥899
26×35×15cm 902.802.04 ¥999
37×54×21cm 402.802.06 ¥1,999

TJENA/ティエナ ふた付ボックス
25×35×20cm
ホワイト 203.954.25 ¥499
ブラック 903.954.79 ¥499

TJENA/ティエナ ふた付ボックス
25×35×10cm
ブラック 203.954.87 ¥399

収納ボックス

引き出し用ボックス＆仕切り

BESTÅ/ ベストー 引き出し仕切り

グレー 603.075.54 ¥1,299

SKUBB/ スクッブボックス6セット 

ダークグレー 004.729.57 ¥999

BESTÅ/ ベストー ボックス
25×31×15cm 
グレー 103.075.56 ¥1,299
イエロー 903.098.44 ¥1,299

KUGGIS/クッギス ふた付ボックス ホワイト

18×26×8cm 302.802.02 ¥499

BESTÅ/ ベストー ボックス
32×51×21cm
グレー 903.075.57 ¥1,999

BESTÅ/ ベストー 引き出しマット
32×51cm 
グレー 303.075.55 ¥499

KOMPLEMENT/コムプリメント ボックス 
25×27×12cm, 2個セット
ライトグレー 204.057.78 ¥999

2020年10月販売予定

KUGGIS/クッギス インサート 8コンパートメント

ホワイト 802.802.09 ¥999
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インフォメーション

購入ガイドは以下からアクセスでき
ます。

この購入ガイドを携帯電話やタブレット、
PCで見たい？

BESTÅ/ ベストー プランナーを使って、おすすめコンビ
ネーションをカスタマイズすることも、完全にオリジ
ナルのコンビネーションをつくることもできます。
プランナーでは、フレーム、扉、棚、ノブ、色などをあ
れこれ試しながら、用途や自分の好みに合う収納やメ
ディア収納をデザインできます。

気に入った BESTÅ/ ベストー コンビネーションができ
あがったら、 プランナーで金額を計算できます。完成
した商品のリストを印刷するか保存して、イケアスト
アにお持ちください。オンラインでもご購入いただけ
ます。
BESTÅ/ ベストー プランナーは、イケアストアの 
BESTÅ/ ベストー セクションに用意されているプラ
ンニングステーションでご利用いただけます。また
は、www.IKEA.jp のプランニングツールにアクセスし
てご利用ください。

BESTÅ/ベストー プランナーで、
自分だけのBESTÅ/ベストーをデザインしよう
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DIY に挑戦してみる？
それともお手伝いが必要？

サービス

夢を現実にするには、ちょっとした手助けが必要な
こと もあります。サポートが必要なお客さまのた
めに、 イケアではさまざまなサービスをご用意し
ています。 少しだけ手を貸してほしい、すべての作
業を任せたいなど、いずれの場合もイケアにお任せ
ください。お客さまにぴったりのサービスをご提案
します。

イケアの便利なサービス

1918 ワークランプ イケアでのお買い物 / イケアの便利なサービス

お好みの方法でお好みの商品を
IKEAオンラインストアなら、ご注文の商品をご指定の場所に配送したり、イケアストアで受け取ったりできるので、

お買い物が簡単です。実際に商品に触れて感触を確かめたいというお客さまはぜひイケアストアへ。

イケアでのお買い物について詳しくは、www.IKEA.jp/shoppingをご覧ください。
お近くのイケアストアの営業時間とアクセスについては、イケアのウェブサイトwww.IKEA.jpをご覧ください。

IKEAオンラインストア
家や外出先からでもお買い物ができ、商品の受け取
り方法を選べます。ホームファニッシングの豊富
なアイデアもご覧いただけます。※一部ご購入い
ただけない商品があります

イケアストア
ご家族そろって、楽しい一日をお過ごしください。ショールームの
ルームセットでは、ベッドの寝心地やソファの座り心地、テキスタイ
ルの肌ざわりを実際に試せます。イケアレストラン＆カフェはショッ
ピングの途中のひと休みにぴったり。スタッフが常駐するプレイエ
リアでお子さまをお預かりするサービス（無料）もご用意しています。

お手伝いが必要ですか？
お手伝いが必要なお客さまのためにイケアでは便利なサービス（有料）をご用意しています。

IKEAオンラインストアご利用のお客さまは、配送サービスおよび、家具組み立てサービスのみお申し込みいただけます。

どんなスタイルの 
デスクにもぴったり
ワークランプは手元を明るく照
らし、効率的な勉強/作業環境を
つくるお手伝いをします。イケア
のワークランプはスタイルのバリ
エーションが豊富。どんなスタイ
ルのデスクにもぴったりの照明が
きっと見つかります。

配送サービス
イケアストアでも、IKEAオンラインストアでも、
どんなにたくさん買っても、どんなに重くなって
も、ご購入いただいた商品をイケアがご自宅ま
でお届けします。

詳しくは、www.IKEA.jp/servicesをご覧ください。

家具組み立てサービス
ほとんどのイケア製品はお客さまご自身で組み立て
られるようデザインされていますが、ご希望のお客さ
まには、専門スタッフによる家具組み立てサービスを
ご用意しています。

RIGGAD/リッガド LEDワークランプ ¥7,999 ワイ
ヤレス充電機能付き。バーチ無垢材、クリアラッ
カー、スチール。H43cm。803.856.40

HÅRTE/ホールテ LEDワークランプ ¥1,999
スチール、粉 体塗装。アルミニウム、ABS樹脂。
H32cm。ブラック/シルバーカラー 502.669.88。
ホワイト、ライラック、イエローもあります。 

GILLASTIG/ジラスティグ LEDワークランプ ¥3,999 
USBポート1口付き。調光機能付き。ABS樹脂、ポリ
カーボネイト樹脂。ベース：Ø17cm。H35cm。ホワ
イト 603.034.95。ブラックもあります。

KAXLIDEN/カクスリー デン LEDワークランプ 
¥5,999 調光機能付き。ABS樹脂。アルミニウム、
塗料。ベース：Ø20cm。H60cm。ホワイト。
504.196.65

BACKLUNDA/バックルンダ LEDワー クランプ 
¥3,999 スチール、粉体塗装。ベース：Ø15cm。
H35cm。ライトブルー 903.456.96。ホワイトも
あります。

KRUX/クルークス LEDワークランプ ¥3,999 LED
電球付き。ポリカーボネイト樹脂。Ø13cm。H 
38cm。ホワイト 703.254.73。イエローもあります。

TERTIAL/テルティアル ワークランプ ¥1,499 電
球は別売りです。スチール、粉体塗装。シェード：
Ø17cm。ブルー 304.472.16。ライトグリーン、ダー
クグレー、ホワイトもあります。

FORSÅ/フォルソー ワークランプ ¥2,499 電球は
別売りです。スチール。シェード：Ø12cm。H35cm。
ブラック 401.467.84。ホワイト、ブルーもあります。

HALLBY/ハルビー LEDワークランプ ¥3,999 調
光機能付き。ポリカーボネイト樹脂。アルミニウム、
粉体塗装。H67cm。ブラック。904.625.29

豊富な種類のワークランプは、www.IKEA.jp/worklampをご覧ください。

HÅRTE ホールテ
LEDワークランプ

¥1,999

お客さまへのお知らせ
本カタログの発行日は 2020年 8 月 6 日です。本カタログの掲載価格には、特に記載がない限り、消費税が含まれます。掲載価格は、原材料費や輸送コストの上昇など、やむを
得ない事情により予告なく変更される場合があります。掲載価格には、特に記載がない限り、配送や組み立てなどのサービス料金は含まれません。掲載された商品は、入荷遅
延や在庫不足などにより一時的に提供できないことや、販売を終了することがあります。商品の仕様、デザイン、素材や色、イケアレストラン＆カフェの料理やスウェーデン
フードマーケットの食料品などは、随時変更されることがあるため、実際の商品がカタログの写真と多少異なる場合があります。掲載された写真には、日本では取り扱いのな
い商品が含まれることがあります。カタログに掲載された商品でも、店舗によっては取り扱いのない場合があります。また、IKEAオンラインストア（www.IKEA.jp）では、取
り扱っていない商品もあります。イケアが提供するサービスは、諸事情により内容が変更される場合があります。イケア製品はイケアストアおよびIKEAオンラインストア
（www.IKEA.jp）でのみ販売しています。イケアロゴと類似するロゴなどを表示してイケア製品を販売する通信販売サイトはイケアとは無関係です。イケアの「お客様ご利用
規約（普通取引約款）」および「お客様ご利用規約（オンラインショッピングサービス電子商取引約款）」は（www.IKEA.jp） でご覧いただけます。
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規約（普通取引約款）」および「お客様ご利用規約（オンラインショッピングサービス電子商取引約款）」は（www.IKEA.jp） でご覧いただけます。
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DIY に挑戦してみる？
それともお手伝いが必要？

サービス

夢を現実にするには、ちょっとした手助けが必要な
こと もあります。サポートが必要なお客さまのた
めに、 イケアではさまざまなサービスをご用意し
ています。 少しだけ手を貸してほしい、すべての作
業を任せたいなど、いずれの場合もイケアにお任せ
ください。お客さまにぴったりのサービスをご提案
します。

イケアの便利なサービス

1918 ワークランプ イケアでのお買い物 / イケアの便利なサービス

お好みの方法でお好みの商品を
IKEAオンラインストアなら、ご注文の商品をご指定の場所に配送したり、イケアストアで受け取ったりできるので、

お買い物が簡単です。実際に商品に触れて感触を確かめたいというお客さまはぜひイケアストアへ。

イケアでのお買い物について詳しくは、www.IKEA.jp/shoppingをご覧ください。
お近くのイケアストアの営業時間とアクセスについては、イケアのウェブサイトwww.IKEA.jpをご覧ください。

IKEAオンラインストア
家や外出先からでもお買い物ができ、商品の受け取
り方法を選べます。ホームファニッシングの豊富
なアイデアもご覧いただけます。※一部ご購入い
ただけない商品があります

イケアストア
ご家族そろって、楽しい一日をお過ごしください。ショールームの
ルームセットでは、ベッドの寝心地やソファの座り心地、テキスタイ
ルの肌ざわりを実際に試せます。イケアレストラン＆カフェはショッ
ピングの途中のひと休みにぴったり。スタッフが常駐するプレイエ
リアでお子さまをお預かりするサービス（無料）もご用意しています。

お手伝いが必要ですか？
お手伝いが必要なお客さまのためにイケアでは便利なサービス（有料）をご用意しています。

IKEAオンラインストアご利用のお客さまは、配送サービスおよび、家具組み立てサービスのみお申し込みいただけます。

どんなスタイルの 
デスクにもぴったり
ワークランプは手元を明るく照
らし、効率的な勉強/作業環境を
つくるお手伝いをします。イケア
のワークランプはスタイルのバリ
エーションが豊富。どんなスタイ
ルのデスクにもぴったりの照明が
きっと見つかります。

配送サービス
イケアストアでも、IKEAオンラインストアでも、
どんなにたくさん買っても、どんなに重くなって
も、ご購入いただいた商品をイケアがご自宅ま
でお届けします。

詳しくは、www.IKEA.jp/servicesをご覧ください。

家具組み立てサービス
ほとんどのイケア製品はお客さまご自身で組み立て
られるようデザインされていますが、ご希望のお客さ
まには、専門スタッフによる家具組み立てサービスを
ご用意しています。

RIGGAD/リッガド LEDワークランプ ¥7,999 ワイ
ヤレス充電機能付き。バーチ無垢材、クリアラッ
カー、スチール。H43cm。803.856.40

HÅRTE/ホールテ LEDワークランプ ¥1,999
スチール、粉 体塗装。アルミニウム、ABS樹脂。
H32cm。ブラック/シルバーカラー 502.669.88。
ホワイト、ライラック、イエローもあります。 

GILLASTIG/ジラスティグ LEDワークランプ ¥3,999 
USBポート1口付き。調光機能付き。ABS樹脂、ポリ
カーボネイト樹脂。ベース：Ø17cm。H35cm。ホワ
イト 603.034.95。ブラックもあります。

KAXLIDEN/カクスリー デン LEDワークランプ 
¥5,999 調光機能付き。ABS樹脂。アルミニウム、
塗料。ベース：Ø20cm。H60cm。ホワイト。
504.196.65

BACKLUNDA/バックルンダ LEDワー クランプ 
¥3,999 スチール、粉体塗装。ベース：Ø15cm。
H35cm。ライトブルー 903.456.96。ホワイトも
あります。

KRUX/クルークス LEDワークランプ ¥3,999 LED
電球付き。ポリカーボネイト樹脂。Ø13cm。H 
38cm。ホワイト 703.254.73。イエローもあります。

TERTIAL/テルティアル ワークランプ ¥1,499 電
球は別売りです。スチール、粉体塗装。シェード：
Ø17cm。ブルー 304.472.16。ライトグリーン、ダー
クグレー、ホワイトもあります。

FORSÅ/フォルソー ワークランプ ¥2,499 電球は
別売りです。スチール。シェード：Ø12cm。H35cm。
ブラック 401.467.84。ホワイト、ブルーもあります。

HALLBY/ハルビー LEDワークランプ ¥3,999 調
光機能付き。ポリカーボネイト樹脂。アルミニウム、
粉体塗装。H67cm。ブラック。904.625.29

豊富な種類のワークランプは、www.IKEA.jp/worklampをご覧ください。

HÅRTE ホールテ
LEDワークランプ

¥1,999

お客さまへのお知らせ
本カタログの発行日は 2020年 8 月 6 日です。本カタログの掲載価格には、特に記載がない限り、消費税が含まれます。掲載価格は、原材料費や輸送コストの上昇など、やむを
得ない事情により予告なく変更される場合があります。掲載価格には、特に記載がない限り、配送や組み立てなどのサービス料金は含まれません。掲載された商品は、入荷遅
延や在庫不足などにより一時的に提供できないことや、販売を終了することがあります。商品の仕様、デザイン、素材や色、イケアレストラン＆カフェの料理やスウェーデン
フードマーケットの食料品などは、随時変更されることがあるため、実際の商品がカタログの写真と多少異なる場合があります。掲載された写真には、日本では取り扱いのな
い商品が含まれることがあります。カタログに掲載された商品でも、店舗によっては取り扱いのない場合があります。また、IKEAオンラインストア（www.IKEA.jp）では、取
り扱っていない商品もあります。イケアが提供するサービスは、諸事情により内容が変更される場合があります。イケア製品はイケアストアおよびIKEAオンラインストア
（www.IKEA.jp）でのみ販売しています。イケアロゴと類似するロゴなどを表示してイケア製品を販売する通信販売サイトはイケアとは無関係です。イケアの「お客様ご利用
規約（普通取引約款）」および「お客様ご利用規約（オンラインショッピングサービス電子商取引約款）」は（www.IKEA.jp） でご覧いただけます。
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イケアの便利なサービス
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IKEAオンラインストアなら、ご注文の商品をご指定の場所に配送したり、イケアストアで受け取ったりできるので、

お買い物が簡単です。実際に商品に触れて感触を確かめたいというお客さまはぜひイケアストアへ。

イケアでのお買い物について詳しくは、www.IKEA.jp/shoppingをご覧ください。
お近くのイケアストアの営業時間とアクセスについては、イケアのウェブサイトwww.IKEA.jpをご覧ください。

IKEAオンラインストア
家や外出先からでもお買い物ができ、商品の受け取
り方法を選べます。ホームファニッシングの豊富
なアイデアもご覧いただけます。※一部ご購入い
ただけない商品があります

イケアストア
ご家族そろって、楽しい一日をお過ごしください。ショールームの
ルームセットでは、ベッドの寝心地やソファの座り心地、テキスタイ
ルの肌ざわりを実際に試せます。イケアレストラン＆カフェはショッ
ピングの途中のひと休みにぴったり。スタッフが常駐するプレイエ
リアでお子さまをお預かりするサービス（無料）もご用意しています。

お手伝いが必要ですか？
お手伝いが必要なお客さまのためにイケアでは便利なサービス（有料）をご用意しています。

IKEAオンラインストアご利用のお客さまは、配送サービスおよび、家具組み立てサービスのみお申し込みいただけます。

どんなスタイルの 
デスクにもぴったり
ワークランプは手元を明るく照
らし、効率的な勉強/作業環境を
つくるお手伝いをします。イケア
のワークランプはスタイルのバリ
エーションが豊富。どんなスタイ
ルのデスクにもぴったりの照明が
きっと見つかります。

配送サービス
イケアストアでも、IKEAオンラインストアでも、
どんなにたくさん買っても、どんなに重くなって
も、ご購入いただいた商品をイケアがご自宅ま
でお届けします。

詳しくは、www.IKEA.jp/servicesをご覧ください。

家具組み立てサービス
ほとんどのイケア製品はお客さまご自身で組み立て
られるようデザインされていますが、ご希望のお客さ
まには、専門スタッフによる家具組み立てサービスを
ご用意しています。

RIGGAD/リッガド LEDワークランプ ¥7,999 ワイ
ヤレス充電機能付き。バーチ無垢材、クリアラッ
カー、スチール。H43cm。803.856.40

HÅRTE/ホールテ LEDワークランプ ¥1,999
スチール、粉 体塗装。アルミニウム、ABS樹脂。
H32cm。ブラック/シルバーカラー 502.669.88。
ホワイト、ライラック、イエローもあります。 

GILLASTIG/ジラスティグ LEDワークランプ ¥3,999 
USBポート1口付き。調光機能付き。ABS樹脂、ポリ
カーボネイト樹脂。ベース：Ø17cm。H35cm。ホワ
イト 603.034.95。ブラックもあります。

KAXLIDEN/カクスリー デン LEDワークランプ 
¥5,999 調光機能付き。ABS樹脂。アルミニウム、
塗料。ベース：Ø20cm。H60cm。ホワイト。
504.196.65

BACKLUNDA/バックルンダ LEDワー クランプ 
¥3,999 スチール、粉体塗装。ベース：Ø15cm。
H35cm。ライトブルー 903.456.96。ホワイトも
あります。

KRUX/クルークス LEDワークランプ ¥3,999 LED
電球付き。ポリカーボネイト樹脂。Ø13cm。H 
38cm。ホワイト 703.254.73。イエローもあります。

TERTIAL/テルティアル ワークランプ ¥1,499 電
球は別売りです。スチール、粉体塗装。シェード：
Ø17cm。ブルー 304.472.16。ライトグリーン、ダー
クグレー、ホワイトもあります。

FORSÅ/フォルソー ワークランプ ¥2,499 電球は
別売りです。スチール。シェード：Ø12cm。H35cm。
ブラック 401.467.84。ホワイト、ブルーもあります。

HALLBY/ハルビー LEDワークランプ ¥3,999 調
光機能付き。ポリカーボネイト樹脂。アルミニウム、
粉体塗装。H67cm。ブラック。904.625.29

豊富な種類のワークランプは、www.IKEA.jp/worklampをご覧ください。

HÅRTE ホールテ
LEDワークランプ

¥1,999

お客さまへのお知らせ
本カタログの発行日は 2020年 8 月 6 日です。本カタログの掲載価格には、特に記載がない限り、消費税が含まれます。掲載価格は、原材料費や輸送コストの上昇など、やむを
得ない事情により予告なく変更される場合があります。掲載価格には、特に記載がない限り、配送や組み立てなどのサービス料金は含まれません。掲載された商品は、入荷遅
延や在庫不足などにより一時的に提供できないことや、販売を終了することがあります。商品の仕様、デザイン、素材や色、イケアレストラン＆カフェの料理やスウェーデン
フードマーケットの食料品などは、随時変更されることがあるため、実際の商品がカタログの写真と多少異なる場合があります。掲載された写真には、日本では取り扱いのな
い商品が含まれることがあります。カタログに掲載された商品でも、店舗によっては取り扱いのない場合があります。また、IKEAオンラインストア（www.IKEA.jp）では、取
り扱っていない商品もあります。イケアが提供するサービスは、諸事情により内容が変更される場合があります。イケア製品はイケアストアおよびIKEAオンラインストア
（www.IKEA.jp）でのみ販売しています。イケアロゴと類似するロゴなどを表示してイケア製品を販売する通信販売サイトはイケアとは無関係です。イケアの「お客様ご利用
規約（普通取引約款）」および「お客様ご利用規約（オンラインショッピングサービス電子商取引約款）」は（www.IKEA.jp） でご覧いただけます。
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BESTÅ /ベストー テレビ収納コンビネーション。
W240×D42×H230cm。ホワイトステインオーク調 ラップヴィーケン/ 
ノートヴィーケン　グレーグリーン /ストゥッバルプ  
プッシュオープン: 393.029.64 ソフトクロージング: 993.029.61
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