
さまざまなカーテンスタイルが楽しめます 

VIDGA/ヴィードガ カーテンハンギングシステムなら、カーテンのさまざまな可能性
を引き出せます。窓辺はもちろん、飾り棚の前に掛けたり、部屋の間仕切りやワー
ドローブの引き戸として使ったり、ベッドのまわりをぐるりと囲ったり。カーテンを何
枚か重ねて使えば、色や柄、素材を自分らしく組み合わせて楽しめるだけでなく、 
より効率的に、音を和らげたり、光の量や部屋の温度を調節したりできます。複数
のトラックレールをつなげれば、長いレールもつくれます。逆に、弓のこ（カナノコ）
でお好みの長さにカットすることもできます。トラックレールは、壁用や天井用の固
定具で、壁にも天井に取り付け可能。コーナーピースを使えば、部屋のコーナーにも 
取り付けできます。

購入ガイド

デザイン
David Wahl
 

お役立ち情報
プランニン グ を始 め る前 に 、窓 の 
サイズを正確に測ってください。この
購入ガイドに記載された手順に従っ
てプランニングを行いましょう。

特徴
 「ひねってカチッとはめるだけ」。たく
さんのネジはもう必要ありません。
アルミニウム製―頑丈で、耐久性に 
優れ、軽量。

VIDGA/ヴィードガ
カーテン ハンギングシステム

詳しくはこちら
www.IKEA.jp/onlinestore

いつでも、どこでも
IKEA� オンラインストア
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ソリューション例

1. VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 140cmを1本使用した天井 
取り付け型ソリューション。カーテンは、VIDGA/ヴィードガ ランナー＆ 
フックを使って掛けています。

ショッピングリスト
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 天井固定具
込み、140cm、ホワイト 004.929.17 ¥1,200/1個 1本

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個
セット 004.830.03 ¥250/1個 1セット

この組み合わせ   （カーテン２枚を除く） ¥1,450

ソリューションの幅を2倍にするなら※ 
下記のショッピングリストの商品が必要です。

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 天井固定具
込み、140cm、ホワイト 004.929.17 ¥1,200/1個 2本

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個
セット 004.830.03 ¥250/1個 2セット

この組み合わせ   （カーテン２枚を除く） ¥2,900

シングルレイヤー（1枚だけ掛ける）

※ もっと幅広のソリューションをつくることも、レールをカットして自宅の窓のサイズに合わせることもできます。

わずかな部品で多くの人のためのさまざまなソリューションをつく
ること。それがVIDGA/ヴィードガのデザインアイデアです。ここか
ら数ページにわたって、イケアおすすめのソリューション例をご紹
介します。あなたの理想のウィンドウソリューションの参考にしてく
ださい。
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※ 壁取り付けソリューションにする場合は、天井用固定具の代わりに 
壁用固定具 6cmまたは12cmを使用します。

2. VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 140cm 2本と壁用固定
具12cmを使用した壁取り付け型ソリューション。カーテンを2層にすれ
ば、昼夜問わずプライバシーを守れます。昼間は薄手のレースのカーテ
ンだけをひき、夜は厚手のカーテンも閉めましょう。

ショッピングリスト
VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 ¥600/1個 2個
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 天井固定具
込み、140cm、ホワイト 004.929.17 ¥1,200/1個 2本

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個
セット 004.830.03 ¥250/1個 2セット

この組み合わせ   （カーテン２枚を除く） ¥4,100

ソリューションの幅を2倍にするなら※ 
下記のショッピングリストの商品が必要です。

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 ¥600/1個 4個
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 天井固定具
込み、140cm、ホワイト 004.929.17 ¥1,200/1個 4本

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個
セット 004.830.03 ¥250/1個 4セット

この組み合わせ   （カーテン２枚を除く） ¥8,200

ダブルレイヤー（2枚重ねて掛ける）
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3. シングルトラックレール 140cm 2本をコーナーピースでつなげてコー
ナーに設置した天井取り付け型ソリューション。コーナーに沿ってカーテ
ンを掛けられます。内角コーナーでも外角コーナーでも必要な商品は同
じです。

ショッピングリスト
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 天井固定
具込み、140cm、ホワイト 004.929.17 ¥1,200/1個 2本

VIDGA/ヴィードガ コーナーピース シングルトラック 
レール用 天井固定具込み、ホワイト 104.983.82 ¥600/1個 1個

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、 
24個セット 004.830.03 ¥250/1個 2セット

この組み合わせ   （カーテン２枚を除く） ¥3,500

ソリューション例

コーナーソリューション
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内角コーナー
壁取り付けソリューションにする場合は、天井用固定具の代わりに、
壁用固定具 6cmまたは12cmを使用します。

外角のコーナー
壁取り付けソリューションにする場合は、天井用固定具の代わりに、
壁用固定具 6cmを使用します。

※ もっと幅広のソリューションをつくることも、レールをカットして自宅の窓のサイズに合わせることもできます。
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4. VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 140cmを1本使用した壁取
り付け型ソリューション。トラックレールの両端にコーナーピースを取り付
けています。これなら、壁とカーテンの間に隙間ができず、光を遮断でき
ます。

ショッピングリスト
VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 ¥600/1個 2個
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 天井固定
具込み、ホワイト 004.929.17 ¥1,200/1個 1本

VIDGA/ヴィードガ コーナーピース シングルトラック 
レール用 天井固定具込み、ホワイト 104.983.82 ¥600/1個 2個

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24
個セット 004.830.03 ¥250/1個 1セット 

この組み合わせ   （カーテン２枚を除く） ¥3,850

ソリューションの幅を2倍にするなら、※
下記のショッピングリストの商品が必要です。

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 ¥600/1個 3個
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 天井固定
具込み、140cm、ホワイト 004.929.17 ¥1,200/1個 2個

VIDGA/ヴィードガ コーナーピース シングルトラック 
レール用 天井固定具込み、ホワイト 104.983.82 ¥600/1個 2個

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24
個セット 004.830.03 ¥250/1個 2セット

この組み合わせ   （カーテン２枚を除く） ¥5,900
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ソリューション例

5. VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 140cmを3本使用した天井
取り付け型ソリューション。ベッドのまわりをカーテンでぐるりと囲めば、
居心地のよいプライベートコーナーをつくれます。

ショッピングリスト
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 天井固定
具込み、140cm、ホワイト 004.929.17 ¥1,200/1個 3本

VIDGA/ヴィードガ コーナーピース シングルトラック 
レール用 天井固定具込み、ホワイト 104.983.82 ¥600/1個 1個

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24
個セット 004.830.03 ¥250/1個 2セット

この組み合わせ   （カーテン２枚を除く） ¥4,700

※ もっと幅広のソリューションをつくることも、レールをカットして自宅の窓のサイズに合わせることもできます。
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プランニングは手間ひまかかるものですが、VIDGA/ヴィードガなら簡単です。  
まずはレール1本と取り付け固定具2個からスタート。（天井固定具はレールに含まれています。）

プランニング

天井用固定具はトラックレールを天井に固定するのに使用
します。出窓の窓枠の天井部分にカーテンを設置するのに
便利なソリューションです。

ショートタイプ（6cm）の壁用固定具はカーテンを窓に 
近い位置につるせるので、カーテンの両側から光が入って
くるのを防げます。

ロングタイプ（12cm）の壁用固定具には複数のレール
を取り付けられるので、カーテンを重ねて取り付けられ 
ます。

自宅の窓はもっと大きい？ イケアならソリューションがあります。

基本はトラックレール1本と
固定具2個。

これにトラックレール1本と固定具1個
 （最初に選んだものと同じもの）を足します。

まだ長さが足りない？ トラックレールと固定具
 （最初に選んだものと同じもの）をさらに追加しましょう。

自宅の窓のサイズとレールのサイズが合わないときは、
レールを適切なサイズにカットできます。
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基本はシングルトラックレール1本とロ
ングタイプの壁用固定具2個。

これにシングルトラックレール1本を足し
ます。追加の固定具は必要ありません。

カーテンを2層にして掛けたい？ それとも3層にしたい？  
ロングタイプの壁用固定具ならどちらも可能です。

プランニング

シングルトラックレールはカーテンにぴったり

もっと幅のある窓に
2層のカーテンを掛けたい？

どうすればよいか、
もうおわかりですね。

パーツ＆価格
VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト

502.991.49 ¥600

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、6cm、ホワイト

902.991.52 ¥500

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール  天井固定具込み、 
140cm、ホワイト

004.929.17 ¥1,200
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レールをコーナーで連結する

パーツ＆価格
VIDGA/ヴィードガ コーナーピース、
シングルトラックレール用 天井固定具込み、ホワイト

104.983.82 ¥600

ランナー＆フックを使ってカーテンを掛ける

プランニング

パーツ＆価格
VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個セット

004.830.03 ¥250

RIKTIG/リクティーグ カーテンフック

20個セット 202.122.04 ¥399
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2. 高さ 

窓の高さがわかれば、カーテンの長さを決められます。  

カーテンの裾が来る位置を決め、窓枠の上辺からカーテンの裾の位
置までの長さを測ります。  

 に15cmほど足します。

カーテンロッドやトラックレールは、窓枠の上辺より15cm上に取り
付けます。

洗濯によるカーテンの縮みを考慮して、さらに数センチ足します。

1. 幅 

窓の幅がわかれば、カーテンロッドやトラックレールの長さを決め
られます。  

窓枠の外側の幅を測ります。  

 の両側に最低15cmずつ足します。

これは、窓全体が隠れるように、またカーテンを開けた時に窓が全
部現れるようにするためです。 

窓のサイズを測る

15 cm 15 cm

15
 c

m

まずは窓の寸法を正しく測ります。
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必要なトラックレールの長さ

< 140 cm 140–280 cm 280–420 cm
ランナー＆フックを使って
カーテンを掛ける

      商品の数

カーテン、1組 1組（2枚） 2組（4枚） 3組（6枚）

ランナー＆フック 1セット（24個） 2セット（48個） 3セット（72個）

オプション：カーテンにプリーツを付け
たい場合は、RIKTIG/リクティーグ カ
ーテンフック 20個セットを追加してく
ださい。

1セット（20個） 2セット（40個） 3セット（60個）

カーテンとアクセサリーの数
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必要なものを選びましょう

ラフスケッチを描いてみましょう。

必要な数を記入します。

シングルトラックレール 壁用固定具、6cm

ランナー＆フック

壁用固定具、12cm

コーナーピース

カーテンフック

ドローロッド

例：

商品 商品番号 数量

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、6cm、ホワイト 902.991.52 個
VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 個

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 004.929.17 本
VIDGA/ヴィードガ コーナーピース シングルトラックレール用 天井固定具
込み、ホワイト 104.983.82 本

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、24個セット 004.830.03 セット
RIKTIG/リクティーグ カーテンフック 20個セット 
オプション：カーテンにプリーツを付けたい場合に追加するセット 202.122.04 セット
 
※お好みのカーテンを選びます。どの商品も2枚１組です。

×2
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イケアの便利なサービス
イケアでは、下記のような便利なサービス（有料）をご用意しています。
詳しくは、イケアのウェブサイトをご覧ください。www.IKEA.jp/services

掲載価格には、消費税が含まれます。また、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。（ほとん
どの商品は組み立てが必要です。）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。本購入ガイドに掲載された商品でも、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。また、店舗によっては取り扱いのない場合があります。商品の詳しい情報は、店頭のプライスタグまたは 
IKEA オンラインストア（ www.IKEA.jp ）で確認できます。また、 IKEA オンラインストアの各商品ページから在庫状況をご確認い
ただけます。ただし、 IKEA オンラインストアでは取り扱っていない商品もあります。あらかじめご了承ください。

配送サービス/小物配送サービス
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
アが自宅までお届けします。

家具組立てサービス
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
る家具組立てサービスをご用意しています。


