
購入ガイド 

赤ちゃんの眠り
ベビーベッド、マットレス、ベッド、アクセサリー

お子さまにとって安全で快適な睡眠環境

初めて親になるときは期待と不安の両方があるはず。イケアのベビーベッドを選べば、そうした不安を多
少はやわらげることができます。イケアのベビーベッドは徹底したテストをクリアし、世界でもっとも厳し
い安全基準を満たしています。耐久性と安定性に優れているだけでなく、こどもたちの早い成長に合わせ
て高さや柵の調節もできます。だから、お子さまだけでなく、パパやママも安心してぐっすり眠ることがで
きます。 

ステキな夢と安心な眠りを

マットレスを選ぶ際に、安全性と価格のどちらをとるかで頭を悩ませる必要はありません。イケアのベビ
ーベッド用マットレスなら、そのどちらも手に入ります。ほどよい硬さと通気性があり、すべて厳しい安全
基準を満たしています。さらにマットレスパッドを上に敷けば、マットレスを保護できるうえに、快適な寝
心地もプラスできます。しかも、お手入れは簡単。価格を見たら、さらにほっとするはずです。

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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ベビーベッドの選び方

好みやニーズを把握する
ベビーベッドなら赤ちゃんが気持ちよく眠れるだけでなく、親も安心し
てゆっくり休めます。ベビーベッドには柵が付いているので、赤ちゃん
がベッドから転がり落ちる心配がなく、さらに風通しがよいためベッ
ドの中が暖かくなり過ぎることもありません。ほとんどの赤ちゃんは
眠りが深いため、騒音や声、音楽などが睡眠の邪魔になることはあま
りありません。ただ、一回の睡眠時間は短いので、頻繁に目を覚まし
ます。柵で囲われているベビーベッドなら、赤ちゃんは守られている 
ように感じて安心できます。

イケアのベビーベッドには、トラディショナルなディテールを取れ入
れたものもあれば、モダンなシェイプのものもあるので、自分の家に 
ぴったり合うスタイルが選べます。

赤ちゃんとともに成長するデザイン
暮らし方が異なれば、それぞれに合ったソリューションが必要です。 
でも、共通して求められるのは、赤ちゃんの早い成長に対応できること。
だから、イケアのベビーベッドの多くは、お子さまがひとりで柵を越えら
れるようになったら、片方のベッド側部を取り外して子ども用ベッドに 
変えられるデザインです。一部のベビーベッドに対応しています。

ベビーベッド
高さを
2段階に 
調節できる
ベッドベース

高さを
3段階に 
調節できる
ベッドベース

取り外
せる
側部

収納
付き

SNIGLAR/スニーグラル

SOLGUL/ ソルグル

SUNDVIK/スンドヴィーック

STUVA/ストゥヴァ

MYLLRA/ミルラ —

1. 赤ちゃんが小さいうちは、ベッドベースを高
い位置にセットして使います。

2. お子さまがひとりでお座りできるようになっ
たら、ベッドベースを低い位置に移動させま
しょう。

3. お子さまがひとりでベッドの柵を越えられる
ようになったら、片方のベッド側部を取り外
せます。

1 2 3

              

1 2 3

MYLLRA/ミルラ ベビーベッド
4段階に関する説明
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子どもたちの安全は常にイケアの最優先事項です。
イケア製品は、販売する各国の安全基準に適合するようにデザイン 
され、試験が行われます。同様に、すべての子ども向け製品も、 
スウェーデンにあるイケアの認証テストラボだけでなく、世界中の独
立認証試験所や認証試験機関でも試験を行います。

イケアのベビーベッドおよびベビー用マットレスは世界中で以下
の安全基準をクリアしています：欧州市場向けのベッドは欧州の 
試験所で試験を行い、欧州規格EN716-1に適合しています。欧州
市場向けのマットレスは、欧州規格EN16890に適合しています。 
EN 16890は、欧州標準化委員会（英：European Committee for 
Standardisation、仏：Comité Européen de Normalisation、 
CEN）が定める要件です。

特定の安全規格および試験規格について詳しくは、消費者庁または
各規格の発行機関にお問い合わせください。

イケアのベビーベッドにはどんな試験を行うの？
イケアのベビーベッドには、安全にお使いいただけるよう、さまざ
まな試験を行います。まず、突き出ている部品や、ゆるんだ部品・固
定具、とがった縁がないか確認します。次に、柵のスピンドル（縦
の棒）の間隔と、ベッドベースのスラットの間隔をすべて測ります。 
ベビーベッドの強度、安定性、耐久性をチェックするための衝撃・ 
圧力試 験を行い、柵のスピンドルがねじれたり、回転したりして 
元の位置からずれて、危険なすき間ができないかを確認します。 
ベッドベースにも試験を行います。例えば欧州市場向け製品の試験
では、5つの異なる位置から10kgのおもりをベッドベースに1,000回
落として衝撃試験を実施します。

ベビーベッドを販売するすべてのマーケットで、ベビーベッドベース
に対して同様の試験を行いますが、各国で適用される基準によっ
て、試験内容がやや異なる場合があります。

イケアは安全を第一に考えています

1. 窒息事故を防ぐため、取り外せたり、緩んで外れるおそれのある
小さな部品や、お子さまの首に絡む危険のある部品は使用してい
ません。

2. 丸みのある縁と角

3. カビの発生を防ぐ、通気性の高いベッドベース

4. 強度に優れたベッドベース

5. 柵のスピンドル（縦の棒）は、お子さまの頭が挟まったりすること
のないよう、安全な間隔で配置しています。

6. 安定性と耐久性に優れた構造

7. 無毒性の素材や塗料を使用

1 2

3 4 5
6

7

お役立ち情報
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ベビーベッド用マットレスの選び方

お役立ち情報

1. 素材を選ぶ
スプリングまたはフォームからお好きな素材を選びます。どの素材も
安全で、衛生的です。どれがよいかわからないときは、各素材の説明
を読んで、自分ならどのタイプのマットレスで眠りたいかを考えましょ
う。

スプリングマットレス: ベビー用スプリングマットレスはポケットスプリン 
グ構造です。空気が自由に循環するので、通気性に優れ、快適な寝床内
環境を実現できます。フォームボックスがマットレスの快適性と耐久性を
高めます。

フォームマットレス: ベビー用フォームマットレスには、高品質ポリウレタ
ンフォームまたは高反発フォームを使用しています。どちらも耐久性にも
優れ、丁寧に仕上げた、ベビー用マットレスに適した安全な製品です。高
反発フォームは耐久性に優れているだけでなく、体圧を分散して、日々成
長する赤ちゃんの体を快適にサポートします。

2. 個々のニーズを見極める
購入予定のマットレスをどのくらいの期間使用する予定ですか？ 同じマ
ットレスを長期間使う予定なら、それにふさわしいものを選ばなくては
なりません。赤ちゃんから幼児の期間ずっと使用したいとお考えなら、お
子さまの成長に必要なサポートを提供できるよう、厚みがあり、より耐
久性に優れたマットレスが最適です。幼児になると、ベッドの中で立ち上
がって、飛び跳ねたりするからです。

3. マットレスを選ぶ
この購入ガイドでは、イケアで販売するすべてのベビー用マットレスを製
品ごとに詳しく紹介しています。 

1. イケアのベビーベッド用マットレスはすべて硬めなので、赤ちゃん
にとって安全な睡眠環境をつくれます。

2. どのマットレスも程度の差はあれ、体圧を分散します。これは、
ポケットスプリングや高反発フォームのような素材を使用してい
るからです。

3. 空気の循環を促す、通気性の高いカバー。

4. どのマットレスも通気性に優れています。これは、赤ちゃんのこと
を考えて選び抜かれた素材と構造のおかげです。

5. カバーは取り外して洗濯機で洗えます。赤ちゃんにとって衛生的
な睡眠環境をつくれます。
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STUVA/ストゥヴァ 60×120cm。
外寸66×126×86cm。
ベッドベースの高さは2段階に調節できます。お子さまがひとり
でベッドの昇り降りができるようになったら、片方のベッド側
部を取り外せます。ベッドベースには高い安全性とサポート性
がテストで実証された、丈夫で耐久性に優れた素材を使用して
いるので、赤ちゃんが安全で快適に眠れます。ベッドベースは
通気性が高く、空気が循環するので、お子さまに最適な睡眠環
境を実現できます。下部に引き出しが付いているので、収納力
がアップします。FRITIDS/フリーティズ引き出し前部の豊富なカ
ラーバリエーションから選べます。STUVA /ストゥヴァ ベビー 
ベッドについて詳しくは、S T U VA /ストゥヴァ 購入ガイドを 
ご覧ください。
ホワイト/ホワイト 492.531.71 ¥29,990

SOLGUL/ソルグル 60×120cm。
外寸66×124×79cm。
ベッドベースの高さは2段階に調節できます。ベッドベースに
は、耐久性試験に合格した丈夫な素材を使用して赤ちゃんに必
要なサポートを提供しているため、お子さまは安全に快適に眠
れます。ベッドベースは通気性が高く、空気が循環するので、お
子さまに最適な睡眠環境を実現できます。

ホワイト 003.624.16 ¥12,990

SNIGLAR/スニーグラル 60×120cm。
外寸66×124×80cm。
ベッドベースの高さは2段階に調節できます。ベッドベースには
高い安全性とサポート性がテストで実証された、丈夫で耐久性
に優れた素材を使用しているので、赤ちゃんが安全で快適に眠
れます。ベッドベースは通気性が高く、空気が循環するので、お
子さまに最適な睡眠環境を実現できます。

ビーチ 704.681.55 ¥7,999

SUNDVIK/スンドヴィーク 60×120cm。
外寸67×125×86cm。
ベッドベースの高さは2段階に調節できます。お子さまがひとり
でベッドの昇り降りができるようになったら、片方のベッド側部
を取り外せます。ベッドベースには高い安全性とサポート性が
テストで実証された、丈夫で耐久性に優れた素材を使用してい
るので、赤ちゃんが安全で快適に眠れます。

グレーブラウン 503.721.54 ¥14,990

ホワイト 003.721.56 ¥14,990

MYLLRA/ミルラ ベビーベッド 引き出し付き 60×120cm。
ベッドベースの高さは３段階に調節できます。お子さまがひとり
でベッドの昇り降りができるようになったら、片方のベッド側部
を取り外せます。ベッドベースには高い安全性とサポート性が
テストで実証された、丈夫で耐久性に優れた素材を使用してい
るので、赤ちゃんが安全で快適に眠れます。
下部に引き出しが付いているので、収納力がアップします。

ホワイト 404.835.86 ¥32,990

ライトターコイズ 104.646.74 ¥32,990

ペールピンク 704.646.85 ¥32,990

イケアには、さまざまなスタイルや仕上げのベビーベッドがそろっていま
す。どのベビーベッドもすべてのディテールが安全性に配慮してつくられ
ているので、安心してお使いいただけます。

ベビーベッド

4

組み合わせられる商品

赤ちゃんの睡眠スペースをもっと快適に、心地よく演出しましょう。

RÖDHAKE/ロードハーケ ベッドキャノピー ベビーベッドや子 
ども用ベッドの上にベッドキャノピーを取り付ければ、子ども部 
屋におとぎ話の中のような居心地のよい静かな場所をつくれま 
す。お子さまは、王子さまやお姫さまのように眠るでしょう。
素材のポリエステルは再生PET樹脂製で、環境にやさしい製品
です。
ウサギ模様 404.402.24 ¥1,999

LENAST/レーナスト ベビーベッドスカート サテン織りの生地
には極細糸のリヨセルと持続可能な農法で栽培された綿を使
用。どちらも、使い込むほどに柔らかくなる耐久性に優れた天
然素材です。STUVA/ストゥヴァ ベビーベッドに使用する場合、
ベッドベースを一番高い位置にしてください。
ホワイト 404.576.29 ¥999

LENAST/ レーナスト ベッドバンパー ベッドバンパーは柔らか
な中綿入りなので、赤ちゃんが頭や手足をベッドの堅い柵にぶ
つけずにすみます。1 枚仕立てなので設置も簡単。リボンを結
んでずれないよう固定します。赤ちゃんが手足をばたつかせた
くらいでは、ゆるんで外れたりしません。通気性のある中素材
で、快適な睡眠環境をつくれます。
ホワイト / グレー 704.539.03 ¥1,999

KLAPPA/ クラッパ モビール 下を向いたカラフルな人形が仰
向けになった赤ちゃんの興味を引くので、オムツ替えもスムー
ズ。
マルチカラー 303.726.16 ¥799

KLAPPA/ クラッパ モビール 動きのある楽しいおもちゃとカラ
フルな色使いが赤ちゃんの視覚を刺激します。
イエロー 603.650.25 ¥799
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ベビーベッド用マットレスの選び方
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ベビーマットレス

イケアのベビーベッド用マットレスはどれも安 全で耐久性に優れた 
素材でできています。有害な化学物質は使用せず、通気性に優れてい
るので、赤ちゃんに安全で快適な睡眠環境を提供できます。ベッドメー
キングがラクになる、持ち手付きのマットレスもあります。各素材には 
特性があります。フォームは弾力性に富み、赤ちゃんの体重を均等に分
散します。高反発フォームも同じ特性がありますが、すばやくもとの形に

フォームマットレス

スプリングマットレス

お手入れ方法
カバー :

    

PLUTTIG/ プルッティグ フォームマットレス ベビーベッド用 厚さ：5cm。両面とも柔ら
かで、なめらかな仕様です。いつでも簡単にひっくり返して使えます。カバーは取り外せ
ないため、拭いてお手入れしてください。

60 × 120cm 403.481.12 ¥1,999

お手入れ方法
カバー :

    

PELLEPLUTT/ ペッレプルット フォームマットレス ベビーベッド用 厚さ：6cm。両面とも
柔らかで、なめらかな仕様です。いつでも簡単にひっくり返して使えます。カバーは取り
外して、洗濯機（60℃）で洗えます。

60 × 120cm 203.480.28 ¥2,999
 

お手入れ方法
カバー :

     

内側固定式カバー :
湿らせた布で水拭きしてください。

KRUMMELUR/ クルッメルール フォームマットレス ベビーベッド用 厚さ：8cm。このマッ
トレスは、両面が異なる仕様です。波形の面は普通の硬さで、なめらかな面は硬めです。
フォームの構造は快適で通気性がよく、赤ちゃんにしっかりとしたサポートと心地よい睡
眠環境を提供します。カバーは簡単に取り外して、洗濯機（60℃）で洗えます。

60 × 120cm 403.485.22 ¥4,999

お手入れ方法
カバー :

     

内側固定式カバー :
湿らせた布で水拭きしてください。

SKÖNAST/ ショーナスト フォームマットレス ベビーベッド用 厚さ：8cm。体圧分散効果
と弾力性に優れた高反発フォームは、すばやくもとの形にもどり、通常のフォームよりも
長持ちします。また、赤ちゃんの体のラインに沿って、快適でしっかりとしたサポートを
提供します。カバーは簡単に取り外して、洗濯機（60℃）で洗えます。

60 × 120cm 103.485.33 ¥7,999
 

お手入れ方法
カバー :

     

内側固定式カバー :
湿らせた布で水拭きしてください。

JÄTTETRÖTT/ イェッテトロット ポケットスプリングマットレス ベビーベッド用 厚さ：
11cm。個々に包装されたポケットスプリングを、厚みのある高反発フォームの層に埋め
込んでいます。ポケットスプリングが赤ちゃんの体の動きに合わせて独立して動き、的確
なサポートを実現します。通気性に優れた構造で、快適な睡眠環境を提供します。マット
レスに取っ手が付いているので、運ぶのも、ひっくり返すのも簡単です。カバーは簡単に
取り外して、洗濯機（60℃）で洗えます。

60 × 120cm 203.481.08 ¥9,990

戻り、通常のフォームより長持ちします。スプリングマットレスのポケットス
プリングは、お子さまの体の動きに沿って独立して動きます。

赤ちゃんの安全のために、ベビーベッドとマットレスのサイズは統一して
ください。同じサイズなら、すき間ができないので、赤ちゃんの頭がはさ
まってしまう事故を防げます。
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組み合わせられる商品

お手入れ方法

カバー
イケアの赤ちゃん用のマットレスのカバーは取り外して洗濯機で洗え
るので、（PLUTTIG/プルッティグ フォームマットレスを除く）お子さ
まにとって衛生的な睡眠環境をつくれます。通気性も高く、効果的
に空気が循環します。どのカバーも柔らかでお子さまの肌に優しい
使い心地です。

マットレス
定期的に風通しをして、湿気を逃がしてください。

洗濯不可 洗濯機で洗えます
（60℃の温水）

洗濯機で洗えます
（40℃の温水）

漂白不可 タンブル乾燥不可

タンブル乾燥可
（低温）

アイロン不可 アイロン（低温） ドライクリーニング不可

お手入れ方法

    

LEN/ レーン ボックスシーツ。2 ピース。60 × 120cm。ゴムが入っているためシーツがめ
くれません。シーツが体に巻き付かないので、お子さまは安全にぐっすりと眠れます。

ホワイト 101.690.60 ¥1,299
ホワイト / ピンク 403.201.89 ¥1,299
ブルー 704.271.03 ¥1,299

お手入れ方法

    

LEN/ レーン 枕 ベビーベッド用 35 × 55cm。対象年齢：12 カ月以上。
ホワイト 401.690.68 ¥799

お手入れ方法

    

LEN/ レーン  掛け布団 ベビーベッド用 110 × 125cm。対象年齢：12 カ月以上。

ホワイト 001.690.70 ¥1,499

お手入れ方法

    

LENAST/ レーナスト  掛け布団 ベビーベッド用 110 × 125cm。対象年齢：12 カ月以上。
さらりと快適な掛け布団で、お子さまはぐっすり眠れます。側地の素材にはリヨセルと持
続可能な農法で栽培した綿を使用。湿気を吸収して外に逃がす天然素材で、お手入れも
簡単です。

ホワイト / グレイ 503.730.59 ¥1,999

お手入れ方法

    

LEN/ レーン マットレスプロテクター 70 × 100cm。お子さまがおねしょをしてしまって
も心配無用。汚れたプロテクターを外して、清潔なものと取り替えてください。マットレ
スはきれいなままです。素材には持続可能な農法で栽培した綿と無害のプラスチックを
使用しています。気密性の高い素材を使用しています。窒息による事故を防ぐため、お子
さまの頭の下になる部分には使用しないでください。

ホワイト 801.690.66 ¥699

お手入れ方法

    

LENAST/ レ ー ナスト マットレスプ ロテ クター 60 × 120cm。対 象年 齢：０歳 以 上。 
マットレスに水分がしみ込んだり、汚れが付いたりするのを防ぎます。お子さまのベッド
をさらりと乾いた、衛生的な睡眠環境に保てます。メッシュの生地を使用しているので、
赤ちゃんがうつぶせになって顔をプロテクターに押し付けた状態になっても呼吸ができな
くなることはありません。

ホワイト 503.731.01 ¥999
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組み合わせられる商品
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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。
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