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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、消費税が含まれています。この購入ガイドに掲載されている商品でも、IKEATokyo Bay、IKEA 仙台では一部取り
扱いのない場合があります。イケアのウェブサイトでご確認いただくか、店頭のセールススタッフにお問い合わせください。ご希
望商品の商品番号を利用して www.IKEA.jp/stock で在庫をご確認いただけます。オンラインストアでは一部ご購入いただけない
商品がございます。商品の詳しい情報は、店頭のプライスタグまたはウェブサイトで確認できます。消費税率の変更や予期しない
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商品の価格を変更する場合があります。 あらかじめご了承ください。
商品の価格には、サービス料金は含まれていません。ほとんどの商品は組み立てが必要です。

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
アがご自宅までお届けします。

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。

キッチン/洗面台施工サービス
イケア認定の施工会社が、設置場所の測量か
ら施工までを行います。壁・床のリフォーム
全般も承ります。
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パーツ＆価格
全体のサイズ：幅×奥行き×高さ

DYNAN/ディナン 追加シェルフ 40×27×40cm。
ホワイト 803.236.47 ¥1,000

DYNAN/ディナン キャビネット 扉付 40×27×54cm。
ホワイト 303.181.77 ¥3,999

DYNAN/ディナン 洗面台 扉2枚 58×39×78cm。

ホワイト 003.942.24 ¥6,000

DYNAN/ディナン シェルフユニット 40×27×96cm。

ホワイト/竹模様 603.181.71 ¥3,999

DYNAN/ディナン シュルフユニットタオル掛け付き 40×27×
108cm。
ホワイト 803.181.70 ¥2,999

DYNAN/ディナン ウォールシェルフ 40×15×40cm。

ホワイト 403.236.49 ¥2,999

DYNAN/ディナン ミラーキャビネット 50×13×70cm。

ホワイト/ガラス 603.942.21 ¥5,999

DYNAN/ディナン オープン収納 70×20×189cm。

ホワイト 903.181.79 ¥4,999

TÄLLEVIKEN/テッレヴィーケン シングル洗面ボウル 
ホワイト。排水トラップ付き。

61×41×8cm 001.964.41 ¥9,000

別売りのORREVIK/オレヴィーク シンクストレーナー（801.793.91 
¥1,000）が必要になります。

LILLÅNGEN/リルオンゲン シングル洗面ボウル ホワイト。ス
トレーナー、排水トラップ、各種アクセサリー付き。

61×40.5×13cm 901.793.19 ¥12,000
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詳しくはこちら
www.IKEA.jp/onlinestore

いつでも、どこでも
IKEAR オンラインストア
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使いにくい場所や限られたスペースの収納は、モジュール式のDYNAN/ディナン 
シリーズにおまかせください。縦長の収納も、横長の収納も思いのまま。ニーズに応
じて追加シェルフを足せば、スペースを有効活用できます。足の高さを微調整できる
ので、床が多少でこぼこしていても、安定します。DYNAN/ディナン 家具シリーズ
は、実用的でクリエイティブな柔軟性の高い収納。狭いバスルームはもちろん、家
じゅうどこでも活躍します！

購入ガイド

デザイン
Monika Mulder

お手入れ方法
普段のお手入れは、柔らかな布で水
拭きしてください。汚れがひどい場
合は、中性洗剤または石けんをお使
いください。最後にきれいな布でか
ら拭きしてください。

お役立ち情報
DYNAN/ディナン 追加シェルフを組
み合わせられます。DYNAN/ディナ
ン モジュール式シェルフユニットを
重ねて設置する場合、高さは176cm
までとすることをおすすめします。

安全性
お子さまがよじ登ったりぶら下がった
りしたときの転倒防止のため、付属
の安全金具を使用して必ず壁に固定
してください。壁面の材質によって異
なるネジが必要です。取り付け壁面
に適したネジを使用してください(商
品には含まれていません）。

DYNAN/ディナン
モジュール式シリーズ

HFB06_DYNAN_2019.12.26_1C  1 2019.12.26（21:58:52） K



2

ラ
バ
ー初 校

組み合わせ例

全体のサイズ: 80×27×96-148cm
この組み合わせ ¥7,998

必要なユニット：
シュルフユニット タオル掛け付き 40×27×108cm 1
シェルフユニット 40x27x96cm 1
追加シェルフ 40×27×40cm 1

全体のサイズ: 40×27×148cm
この組み合わせ ¥3,999

必要なユニット：
シュルフユニット タオル掛け付き 40×27×108cm 1
追加シェルフ 40×27×40cm 1

ここでご紹介する組み合わせ例は、実現可能なソリューションのほんの一部。ほかにも、さまざまなサイズの組み合わせをつくれます。
次のページで、すべてのパーツをご覧いただけます。

自分のニーズに合うソリューションを選んだら、まずは設置したいバ
スルームなどの壁面スペースに納まるかどうかを確認してください。
設 置 の 際 に は 、下か ら上 に 向 か って作 業 を 進 めてくだ さい 。 

シェルフユニットとキャビネットには、壁固定用の安全金具が含まれ
ています。壁に取り付ける際には、棚板部分が水平になっていること
を確認して、必要があれば調整してください。

全体のサイズ: 40×27×174cm
この組み合わせ ¥6,999

必要なユニット：
キャビネット扉付き 40×27×54cm 1
追加シェルフ 40×27×40cm 3

全体のサイズ: 80×27×94–134cm
この組み合わせ ¥10,998

必要なユニット：
キャビネット扉付き 40×27×54cm 2
追加シェルフ 40×27×40cm 3
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組み合わせ例

全体のサイズ: 120×27×54–174cm
この組み合わせ ¥20,995

必要なユニット：
キャビネット扉付き 40×27×54cm 3
追加シェルフ 40×27×40cm 3 
ウォールシェルフ 40×15×40cm 2 

全体のサイズ: 80×27×54–174cm
この組み合わせ ¥13,996

必要なユニット：
キャビネット扉付き 40×27×54cm 2
ウォールシェルフ 40×15×40cm 2

全体のサイズ：幅×奥行き×高さ

全体のサイズ: 61×41×9cm
この組み合わせ ¥18,000

必要なユニット：
洗面キャビネット 扉2枚付き 58×39×78cm 1
LILLÅNGEN/リルオンゲン シングル洗面ボウル
61×40.5×13cm

1

*水栓は別売りです。

全体のサイズ: 61×41×86cm
この組み合わせ ¥15,000

必要なユニット：
洗面キャビネット　扉2枚付き 58×39×78cm 1
TÄLLEVIKEN/テッレヴィーケン シングル 洗面ボウル  61×41×8cm 1
OLSKÄR オルシェール 洗面台用混合栓 1
*水栓は別売りです。

全体のサイズ: 80×27cm
ミラーキャビネットはお好きな高さに設置してください。
この組み合わせ ¥13,997

必要なユニット：
キャビネット 扉付 40×27×54cm 2
ミラーキャビネット 50×13×70cm 1
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