
BYGGLEK/
ビッグレク

遊びの空間をもっと広げ、

ストーリーをしまおう。

2021年2月発売、遊びは止まらない。
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遊びを増やせば、

家も世界も

よりよい場所になる

イケアでは、遊びは欠くことのできない毎

日の暮らしの一部だと考えています！遊び

は創造性を育み、ストレスを和らげ、人々

の心をひとつにします。

しかし大人と子どもでは、遊びの捉え方は

かなり異なることが多いのです。子どもは

床一面にものを広げるのが好きですが、大

人にとってのそれは散らかった状態。しか

し、こうして散らかすことが遊びの一部で

あり、子どもの内なるストーリーは、遊ん

でいない時も続いているのです―子どもの

想造力には終わりがありません。

イケアは世界中の子ども達の自由な発想を

尊重し、遊びをもっと推進したいと考えて

います。



成長するための空間を、

そして、子どもらしく

いられる場所を、

子どもたちに与えよう

イケアは常に、子どもたちや狭い住空間での

暮らしに特に焦点を当ててきました。レゴグ

ループは、遊びを通じて世界中の子どもたち

に刺激を与え、その能力を伸ばすことで知ら

れています。

私たちはともに、家の中の遊びの空間をもっ

と広げるために、わくわくするこのコラボレー

ションに両社の情熱と知識を注ぎ込みました。



BYGGLEK/

ビッグレクは

ただの箱でありません

BYGGLEK/ビッグレクは、毎日の暮らしに遊

びの空間をつくり出す、楽しい収納シリーズ

です。

私たちの多くが、レゴブロックで遊んだ自分だ

けのストーリーを持っています。BYGGLEK/ビッ

グレクによって子どもは―そして大人も―自分

だけのストーリーに入り込むことができます。

そして、かたづけの時間が来ても、その創造力

にあふれる世界をバラバラにする必要はあり

ません。このボックスは飾ることができ、次に

遊ぶときまでストーリーをしまっておけるので

す。創造力の流れを止めず、何度もその世界に

戻って遊ぶことができます。



PLAY
DISPLAY
REPLAY



• BYGGLEK/ビッグレクの内側、外側、あるい
は周りにレゴブロックを組み立てることが
できます。

• いくつものボックスをつなげることが
できます。

• レゴブロックを中にしまうことが
できます。

• 飾っておけばいつでも遊べて、
家のインテリアとも調和します。

• いつでも、どこでも遊びが続けられます。

BYGGLEK/ビッグレクなら、遊びに終わりはありません。

楽しい機能



レゴグループは、楽しい収納の新商品を

つくろうと考え、「一緒に遊ぼう」とイケア

に声をかけました。

この初めての共同ワークショップの場

で、2人のデザイナーは出会いました。イ

ケアのデザイナーAndreas Fredriksson

と、レゴグループのデザイナーRasmus

Buch Løgstrupです。

2人はすぐに、さまざまなことについて語

り始めました。家庭でレゴブロック遊び

が果たす役割、ブロックをどう収納するか

、ブロックだらけの床が表す意味が、聞く

人によってどれだけ違うかなど。ここでは

2人がどうしても伝えたかったことをご紹

介します。

Andreas：「レゴブロックを使った遊び

は、家庭の中でもとても大きな部分を占

めるものです。ですから、まず家全体を見

たのはよい出発点でした。イケアは家での

暮らしも、収納についてもよく知っていま

すから」

Rasmus：「 レゴブロックは通常、友だ

ちの家に持って行ったり、外遊びに使った

りするものではありません。レゴブロック

は家と強いつながりがあります。レ ゴ ブ

ロックは家庭用品なのです」

このチームは最初、収納ソリューションに

ついて検討しました。親たちのニーズに応

えるためです。しかし、最終的にはその目

的以上のものができました。彼らは家族

「自分のプロジェク
トを床全体に散ら

全員のためのソリューションを見つけたい

と考えました。BYGGLEK/ビッグレクは、ブ

ロックがたくさん入ったただの箱ではあり

ません。この白い大型の収納用品は、想像

力が飛び立つ発射台でもあるのです。

Andreas：「家でブロックをどう収納して

いるかというところから話が始まったんで

すよね。私が子どものころは、週末にレゴ

ブロックを組み立てて遊ぶのが何といって

も楽しみでした。ブロックは全部、大きなブ

ランケットにくるんでしまっていました。この

方法が素晴らしかった点は、ぴったりの ピ

ースを見つけること集中できたこと。遊ん

で、すぐかたづけられる。BYGGLEK/ビッグレ

クを開発するにあたり、自分のプロジェク

トを床全体に散らかすことなく、遊んだり

途中でやめたりするにはどうすればよ

いかを話し合いました」

チームは段ボールで試作品をつくり、一つ

ひとつを上に積み重ねて、箱自体が遊びと

一体化したものにしようと決めました。

Rasmus：チームに参加していた児童心

理学者は、遊びの一部になるような収納

用品をつくることができれば成功だろうと

言いました。イケアに、箱の上面にスタッ

ド（凸部分）をつけたらどうかとすすめら

デザイナー紹介

かすことなく、遊ん

りできます」
Andreas Fredriksson  

イケアデザイナー

「これは想造力のだり途中でやめた
発射台です」

Andreas Fredriksson Rasmus Buch Løgstrup



れたのを覚えています。もし依頼されてい

たら、“それは無理だ”と答えていたでしょ

う。しかし、最終的にBYGGLEK/ビッグレ

クは レ ゴ の歴史上最大級のスタッド付き

商品になったのです」箱は、レゴブロックと

同様、高品質で耐久性の高い素材でつくら

れています。

Andreas：「私は1970年代のレゴブロッ

ク をまだ持っています。捨てるなんてこと

はありませんよね。取っておくか、次の世

代に譲り渡します。ですから、BYGGLEK/

ビッグレクが同じ品質、同じ感触であるこ

とが重要なのです」

過去のことを聞かせてください。
子どものころ、レゴブロックで遊んで
いましたか？

町をつくるのが大好きでした。休日に外出

したときも、そこで見たものをつくってみた

くて早く家に帰りたかったのを覚えていま

す。両親とアルプスに行った時も、とにかく

やりたかったのは、家に帰って山や線路を

つくることでした」

Andreas：「友だちと一緒に、お互いのレ

ゴブロックを使って遊ぶのが大好きでした。

でも、今思い出すのは、自分の兄にいつも

少しやきもちを焼いていたことです。兄がつ

くったものは全部、はるかにかっこよく思え

ましたから。そのことは大きな刺激になりま

した」

お兄様は今何をやってらっしゃるんです

か？

Andreas： 「実は、兄もデザイナーなん

ですよ！（笑）」

今は遊びをどう考えていますか？

Rasmus：「大人なので、家の改装だけで

も遊びのような気になりますが、必ず遊び

Rasmus：「ブロック遊びはよくしました。 モードに突入してしまうことがひとつあって、

それは小川の中にダムをつくることなんで

す。息子たちと一緒にそれをやっていると、

完全に時間を忘れてしまうことがあります。

子ども時代、ほかのことはすべて忘れてし

まったときみたいにね」

Andreas：「私にとっては、木や金属で何

かをつくることかな。イケアに入社する前

はキャビネットをつくる仕事をしていて、ア

トリエを持っていました。自分がつくったも

のを手放すのはいつも名残惜しいものでし

た。それだけ愛着を感じていたんです。今は

作業場を持っていて、バランスがわかるよう

に木で簡単な試作品をつくっています。そ

れが今の私にとっての遊びなんだと思いま

す」

現在、ご自宅では遊びと整理整頓はどの

ように溶け込んでいますか？

Rasmus：「遊ぶときは、散らかしてもい

いことにしています。子どもはそれを散

ら かった状態とは思わず、クリエイティブ

な環境と捉えています。とは言っても、整理

整頓もやはり必要です。時には、きれいに

かたづけて再び床が見えるようになるの

もいいですが、それと同時に、毎晩子ども

たちが寝る前にきちんとかたづけなくても

いいということも重要だと思います。そこか

ら遊びが発展していくのですから。家で自分

自身のプロジェクトをやるのと同じことな

のです」

Andreas：「私の子どもたちはティーン

エイジャーなので、おそらく彼らの部屋

はわが家のリビングルームやキッチンより

かたづいているでしょう。しかし、最近子

ども たちが小さかったころの写真を見た

のですが、床の上は散らかり放題でしたよ

。そのままの状態にしておくことができて、

すぐにかたづけなくてもよいというRasmusの

意見には、心から賛成します。子どもにと

っては、散らかった状態ではないのです。

それは、誰も壊すことのできない壮大でカッ

それを取り除いてしまったら、遊びの感覚

も台無しにしてしまうかもしれない」

子どもたちと一緒に暮らし、自分自身も

子どもの頃にレゴブロックで遊んだ経験

は、BYGGLEK/ビッグレクの開発におい

てとても重要でした。2種類の大きな

BYGGLEK/ビッグレクセットはフラットパ

ックになる予定で、5歳児でも自分で組み

立てられるようにできています。

Rasmus：「優れている点は、組み立てを

間違えようがないこと、それと道具がいら

ないことです。カチッと組み合わせるだけ

コいいプロジェクトかもしれないのだから、
です。これはほかにはないソリューション

です」

Andreas：「……そして、箱を組み立てると

ころから遊びが始まります」

「イケアに、箱の上面にスタッド（凸部分）をつけたらど
うかとすすめられたのを覚えています。もし依頼されて
いたら、”それは無理だ”と答えていたでしょう」

「説明書は必要あり
ません。5歳児でも
自分で箱を組み立て
られます」

Rasmus Buch Løgstrup―LEGO Group デザイナー



箱の中身について話しましょう。中身を

何にするかはどうやって決めたのですか？

Rasmus：「レゴグループにはたくさんの

優れたモデルがあり、中には非常に複雑な

ものもあります。BYGGLEK/ビッグレクは、

箱を開けてすぐに遊べるような、シンプル

で直感的なものにしたいと考えました。ま

た、5歳児でも、ママやパパでも楽しめるも

のにしたかったのです。組み立て説明書は

ありません。箱そのものが、家にも、スイミ

ングプールにも、競技場にもなります。正

解も間違いもありません。そしてもちろん、

プレイスターター（遊びのきっかけ）を加

えました」

プレイスターターとは何ですか？

Rasmus：「プレイスターターは想 造 力

の助けになるものです。私たちは、遊び

を促すためにフードアイテムとミニフィギ

ュアを入れました。“家での暮らし”がテ

ーマなので、プレイスターターは日常生

活とかけ離れていないものにしました」

あらためてBYGGLEK/ビッグレクを見て、

特に気に入っている点はありますか？

Andreas：「内側からも外側からも組み立

てることができるという点です。箱を遊び

に組み込むことで、大きいものをとても速く

つくることができます。皆さんがこれでどん

なことを思いつくのか、本当に楽しみです

」

Rasmus：「この商品は、ほかのあらゆる

レゴセットと同様、レゴシステムにフィッ

トします。商品開発の際に目指したのは、

子どもたちや家族がそれぞれ手持ちの レ

ゴセットを、思いつく限り自由に組み合わ

せて遊んでほしいということです」

BYGGLEK/ビッグレクは、2021年2月に

イケア店舗、IKEAオンラインストアで

発売予定です。

「内側からも外側
からも組み立てる
ことができます……  
皆さんがこれでど
んなことを思いつ
くのか、本当に楽
しみです」

Andreas Fredriksson―  

イケアデザイナー

Andreas  
Fredrikssonと
Rasmus Buch  
Løgstrup

Andreas FredrikssonはIKEA of Sweden

の社内デザイナーです。ストック ホ ル ム の

Carl Malmsten School of Designとコペ

ンハーゲンのDenmark Design Schoolでデ

ザインの学位を取得し、家具職人としての

キャリアがあります。このコラボレーション

ではアイデアの段階から最終製品に至るま

で関わり、デモクラティックデザインの5つの

要素（形、 機能性、品質、サステナビリティ、

低価格）の反映に取り組んだ結果、イケアの

アイデンティティを強く感じさせるコレク

ションができあがりました。

Rasmus Buch Løgstrupはレゴグループの

ライセンスおよび拡張ライン部門のデザイン

マネジャーです。Aarhus School of Archi-

tectureで学位を取得、産業デザイン分野で

の経歴を持ち、このコラボレーションでは、子

どもと親、そしてレゴブロックにとって最適

なソリューションを生み出すために、遊び、

子どもたち、家族についてレゴグループが

持つあら ゆる知識をコンセプトに組み込

む役割を担 いました。



商品展開

BYGGLEK/ビッグレクの収納ボックスのサイズは4種類です。

1. ボックスふた付き 大

2. ボックスふた付き 中

3. ボックスふた付き 小のセット

（合計3個、サイズは2種類）

BYGGLEK/ビッグレク レゴブロックセットもあります。

BYGGLEK/ビッグレクの対象年齢：5歳以上。

イケア店舗、IKEAオンラインストアで販売。

掲載価格には消費税10%が含まれております。

BYGGLEK/ビッグレクレゴ®ボックスふた付き

￥1,999 L35×W26、H12cm。ホワイト。

904.534.07

BYGGLEK/ビッグレクレゴ®ボックスふた付き 3点セット

￥1,499 セット内容：ボックス（W175×D127、H59mm）1個、

ボックス（W127×D88、H59mm）2個。ホワイト。804.534.03

BYGGLEK/ビッグレクレゴ®ボックスふた付き

￥1,699 L26×W18、H12cm。ホワイト。
304.534.05

BYGGLEK/ビッグレクレゴ®ブロック201ピースセット

￥1,999 セット内容：各種カラー・形・サイズのレゴブ

ロック200個、ツール1個。ミックスカラー。305.098.41



画像資料
PH175131

PH175114 PH175130

PH175129

PH175136

PH175139 PH175135

PE788836 PH175642

ダウンロードURL
https://drive.google.com/drive/folders/1qV
UMlAWf_gTUZJotQyf0ynticm1KGVfO 

https://drive.google.com/drive/folders/1qVUMlAWf_gTUZJotQyf0ynticm1KGVfO


画像資料

PH174171 PH174091 PH174049

PE780726PE784788PE788842

PE788837

ダウンロードURL
https://drive.google.com/drive/folders/1qV
UMlAWf_gTUZJotQyf0ynticm1KGVfO 

https://drive.google.com/drive/folders/1qVUMlAWf_gTUZJotQyf0ynticm1KGVfO


イケア・ジャパン株式会社
PRチーム

ikeajapanpr@ingka.com

お問い合わせ




