
このガイドでは、キッチンをつくる道のりを、
寸法の測量、プランニング、注文、施工に至る
まで、それぞれのステップごとにご説明します。

始めから
終わりまで

YOUR NEW
IKEA KITCHEN

キッチン
プランニングガイド



はじめに

では、
始めましょう

イケアでは、夢のキッチンの実現に必要なあらゆる商品を
ご用意しています。キッチンが広くてもコンパクトでも、 
デザインや組み合わせを考え抜いたキッチン商品が豊富に
そろっているので、一人ひとりのニーズ、好みのスタイルや
個性に合ったものが見つかることでしょう。

イケアで夢のキッチンづくり
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キッチンづくりは、たくさんの選択や決定を伴う一大プロ
ジェクトです。このガイドでは、夢のキッチン完成までの 
手順や注意点を説明します。

全部自分でできるか不安ですか？ご安心ください。イケアで
はすべてのステップでお客さまをサポートするさまざまな
サービスをご用意しています。

また、夢のキッチン完成までの道のりをできるだけ簡単でス
トレスのないものにするために、イケアストアおよびカスタ
マーサポートセンターにはキッチン専門のスタッフが配置さ
れています。お気軽にご相談ください。

では、
始めましょう
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完成までの4ステップ

IKEAキッチン完成までの4ステップ

測量・事前チェック プランニング
ご注文までに、施工店と打ち合わせし、
施工までのスケジュールをご確認ください。

ご注文・お支払 施工
商品とあわせて必要なサービス（施工・配送など）
をご注文ください。ご注文いただいた商品・サービ
スにより、納期が異なります。お時間に余裕をもっ
てご注文ください。
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準備

まずは準備から ...

理想のキッチンを思い描くための時間を取る
ここは、自分の夢やアイデアを形にするためのスタート地点です。必要なものを
リストアップし、理想のキッチンのデザインを思い描いてみると、それにぴった
りの商品がイケアで見つかるはずです。

イケアが提供するさまざまな
スタイル、機能、アイデアを知る

引き出しや小物が見え
る、どちらかというと
クラシックなタイプの
キッ チン が い い の か
……

大きな扉の内側に引き
出 し が 隠 れ て い る、 
モダンですっきりした
デザインのキッチンに
したいのか……

それとも、その中間で
両 方 の よい ところ を 
採り入れたい？

イケアストア
イケアストアでは、実際に組み立てら
れたさまざまなサイズやスタイルの
キッチンを見てまわることができま
す。扉や引き出しを開いて内部の構
造を確認したり、設備機器の機能を
チェックしたりしましょう。キッチンエ
リアセールススタッフとの会話からア
イデアが一層ふくらむかもしれませ
ん。

イケアのウェブサイト
ウェブサイトには、スタイリッシュで
機能的なアイデアが豊富にそろってい
ます。キッチンギャラリーには、さま
ざまなスタイルやサイズのキッチンが
掲載されているほか、キッチンを構成
するパーツが 紹 介されているので、 
それぞ れ のパーツ を 組 み 合 わ せ て 
自分の夢のキッチンをつくることもで
きます。詳しくは、www.IKEA.jp を
ご覧ください。

キッチン 
ハンドブック
キッチンハンドブックにも、たくさん
のアイデアやヒントがつまっています。
何千通りものコンビネーションの一部
が 紹 介 さ れ て い る こ の ハ ン ド 
ブックは、お近くのイケアストアで手
に入ります。または、ウェブサイトで 
デジタル版をご覧ください。
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測量

01  まず床から天井までの長さを測ります。次に壁の横幅
と、端からドアまでの間隔を測ります。梁の位置、高さも
測ります。

02  それぞれの窓の寸法と、床、天井、端からの間隔を測
ります。ドアについても同じように測ります。ドアや窓を開
けるときに必要なスペースも忘れずに書きとめます。

１．測量・事前チェック

測量は綿密に 
キッチン設置場所の部屋を測定する作業自体は難しくありませんが、正しく
行うことが重要です。測量が、すべてのプランニングの土台となるからです。
測量は十分な時間をかけて、正確に行ってください。寸法は必ずミリメート
ル単位で測り、新しいキッチンがスペースにきちんと収まるようにします。
正しい測定方法を以下でご説明します。 
施工のためには配管、配 線、壁の強 度なども確認する必要があります。 
その確認は、専門の施工業者に依頼してください。( キッチン施工サービス
をお申し込みの場合、パッケージにプランニング後の訪問現地確認が含ま
れます。)

部屋を測る

03  既存のコンセントや照明のスイッチ、暖房器具や換気
口、ガスや水道の配管の場所などをメモします。壁や床か
ら突き出しているものは、どの程度飛び出しているかを測っ
て書きとめます。位置を変更したり新たに設置する場合は、
その希望位置を記入します。

キッチン訪問測量サービス  詳しくは 17 ページをご覧ください。06



プランニング

２. プランニング
自分の夢やアイデアを形にします
考えることや決めることはたくさんあります。時間をかけて、望みどおり
のキッチンをつくりあげましょう。次のページからは、これから先のステッ
プで考慮すべき点や役に立つヒントをご紹介します。 
いつもどんなふうにキッチンを使っているか、使い勝手がよいと感じるの
はどのような点かを考えてみてください。今のキッチンで気に入っている
ところ、変えたいところを書き出しましょう。 

IKEA Home Planner
理想の METOD/ メトードキッチンを 3D 環境でデザインできる
無料ツールです。詳しくは、18 ページをご覧ください。

A：動線

01  冷蔵庫 / 冷凍庫、調理ゾーン、洗い物ゾーン
の間を自然に行き来できれば、毎日のキッチン作
業がはるかに楽になります。  

キッチンのプランニングでは、常に
3 つの作業ゾーンを意識します。 

作業ゾーンの配置と間隔は、ワークト
ライアングル（作業動線）と呼ばれ
ます。
ワークトライアングルが 適 切 だと、
キッチン内をすばやく移動してスムー
ズに別の作業へ移れます。2 人以上
で同時に別々の作業をする場合も効
率よく動くことができます。  

① 調理ゾーン
② 洗い物ゾーン
③ 収納ゾーン

①

③

②

キッチンプランニングサービス  詳しくは 17 ページをご覧ください。 07



①

①

①

①

③

③

②

②

②

③

プランニング

05  スペースに余裕があるなら、キッチンにアイランドを加
えれば、収納や作業用のスペースを増やせるほか、そこが交
流の場にもなります。 

03  大勢で同時に調理するなら、平行型キッチンがおすす
めです。下ごしらえや保管用のスペースもたくさんあります。

A：プランニング

06  広いスペースがある場合は、U 型のレイアウトがおす
すめです。広々とした作業スペースに各種の収納をたくさん
設置できます。

04  コーナーをフル活用するなら、L 型キッチンがおすすめ
です。小さなダイニングテーブルやアイランド型キッチンを
追加するのにも適しています。

02  スペースが限られているときは、I 型キッチンがおすす
めで す。 厳 密 に はトラ イ ア ン グルで は ありま せ ん が、 
3 つのゾーンはつながっています。

① ③
③

②

②

③
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プランニング

01  調理の下ごしらえをするのに最適な
場所は、コンロとシンクの間の作業ス
ペースです。 

02  向かい合うキャビネットの間には十
分な距離を確保し、両側の扉を同時に
開けられるようにします。 

03  ウォールキャビネットは、ワークトッ
プの視界を遮らない高さに取り付けま
す。 

04  コンロ横のスペースは、鍋敷きを敷
いて熱い鍋やフライパンを置けるように
します。 

05  安 全 性と機能 性を確 保するため、
コンロの上にレンジフードや換気扇を、
組み立て説明書に記載された高さで取
り付けます。 

07  台やウォールキャビネットと壁との
間に 50mm のフィラーを取り付けて、
扉や引き出しが 完全に開くようにしま
す。  

08  ワークトップの長さがキャビネット
よりも 250mm 以 上張り出す場 合は、
サポートを追加します。（カスタムメイ
ドワークトップの場合、ルールが異なり
ます。スタッフにご確認ください。） 

09  シンクとコンロを 1 列に並べると、
床を挟んだ別の台に熱いものを運ばず
にすみます。 

50mm
250mm 以上

C：考慮すべき点

06  レンジフードや換気扇の横にウォー
ルキャビネットを取り付ける場合は、ス
ペースを確保します。

600mm

壁から 150mm 以上

800mm 以上 100mm 100mm

ヒントと注意点
キッチンを最大限に活用するために考慮すべき点、
ヒント、注意する点について説明します。

キッチンプランニングサービス  詳しくは 17 ページをご覧ください。 09



プランニング

D：ヒント

01  オーブンは高い位置に設置すると、
かがまなくても出し入れできます。  

02  食器洗い機はシンクや水切りの近く
に設置すると、食器の出し入れが楽に
なり、床を濡らすこともありません。

03  調理器具や鍋、フライパンはコンロ
やシンクの近くに置いて、下ごしらえや
調理のときにすぐ使えるようにします。
カトラリーはディナーテーブル近くの引
き出しにしまいましょう。

04  引き出しは中にあるものがひと目で
わかり、必要なものをさっと取り出せま
す。引き出しマットを敷くと中の物が動
くのを防止でき、しまうときもあまり音
を立てずにすみます。 

05  分別ゴミ箱は、シンクの下やその近
くの 手 の 届 き や す い 場 所 に 設 置 し 
ます。 

09  とっておきのグラスを、棚板が強化
ガラス製のキャビネットにしまい、ガラ
ス扉から見える収納にしましょう。キャ
ビネット照明を追加すれば居心地のよ
い空間になり、部屋も広く見えます。

10  ウォールレールやアクセサリーを使
用すれば、壁面を最大限に活用できる
一方、ワークトップをすっきりと整理で
きます。さらに、よく使う道具を手の届
く範囲に置けるので、効率よく調理が
できます。  

11  スペースに余裕があれば、ワゴンや
ワークベンチを置くと追加の収納・作
業スペースになります。 

06  両手が一杯で膝や肘を使って引き出
しを開ける必要がある場合は、電動プッ
シュオープナーが便利です。ベタベタし
た指で扉や引き出し、取っ手を汚すこと
もありません。 

07  キャビネットの扉の内側スペースを、
内引き出しで活用します。すっきりした
外観はそのままで、内側にたくさんの引
き出しを設けることができます。

08  引き出し用の照明があれば、キッチ
ンの照明が暗いときでも探し物を見つ
けやすくなります。
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プランニング

F：スペースが限られている場合の解決策

スペースが限られている場合は、ある程度の妥協が
必要になることもあります。 

01  600mm キャビネットに収まる小さ
めのシンクを選びます。構造の強度を
確保するため、シンクとワークトップの
端との間を少なくとも 100mm 空けてく
ださい。 

02  下ごしらえの場所を設けるため、コ
ンロとシンクの間に少なくとも 400mm
の作業スペースを確保します。 

04  設置場所に奥行き 600mm のキャ
ビネットが収まらない場合は、奥行き
370mm のキャビネットをご検討くださ
い。 

05  壁を収納に活用し、ワークトップを
広く使えるようにします。 

E：注意する点

01 シンクを窓際に設置すると気持ちよ
く洗い物ができますが、窓が内開きの
場合は水栓にあたって開かなくならない
ようにします。 

02  シンクを壁際やキャビネットの端に
設置すると、使える作業スペースが制限
されて動線が分断されます。 

03  壁際にオーブンを設置すると、使え
る作業スペースが限られて動線が分断さ
れるほか、壁に熱が伝わったり、調理に
よる汚れがつくおそれがあります。  

04  オーブンや食器洗い機、レンジフー
ドなどの設備機器をコーナーに配置する
と、キャビネット扉や引き出しが十分に
開かなくなる場合があります。

100mm

370mm

キッチンプランニングサービス  詳しくは 17 ページをご覧ください。

400mm
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プランニング

IKEA Home Planner で
新しいキッチンをデザインしよう

寸法を入力
ステップ 1 で方眼紙に記録した寸法を入力して、プランナーであなたの
部屋を再現します。左側のメニューで「部屋のレイアウト」の下から 1 つ
選び、ドアや窓、備え付け品などを追加してスペースをカスタマイズして
いきます。左側のメニューから選択して「適用」ボタンをクリックする 
だけです。

カテゴリーを選択
まず左側のメニューで「部屋のデザイン例」か「キッチン」をクリックし
ます。ここではプランニングするカテゴリーを選択できます。下部の 
メニューで、そのカテゴリーの中から商品を選択できます。クリック 
するだけで商品が部屋の中にドロップされます。

ここからスタート
最初に「プロフィールを作成、またはログイン。」ボタンをクリックします。
IKEA Home Planner で作成したプランを保存したり、開いたりするには、
アカウントを作成する必要があります。イケアストアで商品を注文する際 
にも、アカウントが必要です。

あらかじめユーザーガイドに目を通しておくことをおすすめし
ま す（ 所 要 時 間 は 5 ～ 10 分 ）。 プ ラン ナ ー の 使 い 方 を 
わかりやすくまとめてあります。

カテゴリーを選択 商品を選択

IKEA Home Planner にステップ 1 で測った寸法を入力して、あなたのキッチン
を 3D でデザイン・作成してみましょう。イケアのウェブサイト www.IKEA.jp の

「キッチン」エリアに、プランナーへのリンクがあります。初回のスタート時には
プラグインのインストールが必要です。
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プランニング

IKEA Home Planner

オプションを選択・変更
下部のメニューから選んだ商品のオプションを、右側のメニュー
で選択・変更できます。ここではカラーや素材などを変更したり、
取っ手やノブを追加したりできます。

部屋を仕上げる
壁 の 色 や 装 飾 アイテムを 選 択して、 キッチンをカスタマイズ 
します。左側のメニューで「部屋のレイアウト」から選択します。

デザインと商品リスト・価格を印刷
プランニングが完了したら、現在の表示を印刷するか、デザインのすべ
ての表示を印刷するかを選択できます。選択した商品と価格のリストも
印刷できます。プリンターのアイコンをクリックして選択するだけです。

キッチンをプランニング オプションを選択・変更

「キッチンを 3D でプランニング」ページの手順にそって、さっそく始めましょう。

プランニングのお手伝いが必要なときは、いつでもイケアストアにお越しください。
キッチンエリアのセールススタッフがお手伝いします。

IKEA Home Planner は、www.IKEA.jp/kitchenplanner にあります。

ユーザネーム（E メールアドレス）

パスワード

IKEA Home Planner 用のユーザネームとパスワードは必ず控
えておきましょう。 保 存したデ ザインを開いたり、 イケア 
ストアにお持ちいただく際に必要です。
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プランニング

METOD/メトード
IKEAキッチンをプランニングされる方へ
下記❶〜❾をご検討・ご記入のうえ、
キッチンエリアセールススタッフにお問い合わせください。

 ご自宅のキッチン設置スペースの幅と天井を測ってください。 幅 　　　　　　cm
 （またはキッチン設置スペースの建築図面をご持参ください。） 天井高 　　　　　　cm

 キッチンレイアウトをお選びください。
 □ I 型　　□ L 型　　□アイランド型　　□ペニンシュラ型　　□２列型　　□収納も同時に希望

 ワークトップ（作業カウンター）の高さをお選びください。
 □ 87cm　　□ 92cm
 ❷で、「収納も同時に希望」を選んだ方は、次のページもご検討・ご記入ください。

 ウォールキャビネット（吊り戸棚）の高さをお選びください。
 □ 40cm　　□ 60cm　　□ 80cm　　□横型キャビネット　　□ウォールキャビネットなし

 扉をお選びください。
 ▶イケアのウェブサイト、またはハンドブックをご参照ください。

 ワークトップをお選びください。
 □メラミンラミネート　　□厚単板の突き板　　□ステンレススチール※　　□人工大理石※
  ※ワークトップはオーダーメイド商品となります。
  ※お時間がかかりますので予めご了承ください。

 ベースキャビネット用の脚をお選びください。
 □蹴込み板で隠すタイプ　　□脚を見せるタイプ

 取っ手＆ノブをお選びください。
 キッチンショールームにサンプルがございます。

 必要アイテムをお選びください。（いくつでも）
 □水栓 　　　　　　　　　　　　　　　□食器洗い機 　　　　　　　　　　　　　
 □レンジフード 　　　　　　　　　　　　　　　□コンロ 　　　　　　　　　　　　　
 □ビルトインオープン（ガスタイプのみ）

1

2

3

4

6

7

8

9

5
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プランニング

METOD/メトード
IKEAキッチン収納をプランニングされる方へ
下記❶〜❾をご検討・ご記入のうえ、
キッチンエリアセールススタッフにお問い合わせください。

 ご自宅のキッチン設置スペースの幅と天井高を測ってください。 幅  　　　　　　cm
   天井高 　　　　　　cm

 キャビネットの奥行きをお選びください。
 □ 60cm □ 41.5cm
 ※扉・レールを付けた場合のワークトップ ※扉・レールを付けた場合のワークトップ
 仕上がりは 65cm となります。 仕上がりは 45cm となります。

 ワークトップ（作業カウンター）の高さをお選びください。
 □ 87cm　　□ 92cm　　□ハイキャビネットのみ

 ウォールキャビネット（吊り戸棚）の高さをお選びください。
 □ 40cm　　□ 60cm　　□ 80cm　　□横型キャビネット　　□ウォールキャビネットなし

 ハイキャビネットの幅と高さをお選びください。
 [ 奥行き 60cm タイプ ] （幅）　□ 40cm　□ 60cm　　 （高さ）□ 200cm　□ 220cm
 [ 奥行き 41.5cm タイプ ] （幅）　□ 40cm　□ 60cm　□ 80cm　　（高さ）□ 200cm のみ

 扉をお選びください。
 ▶イケアのウェブサイト、またはハンドブックをご参照ください。

 ワークトップをお選びください。
 □メラミンラミネート　　□厚単板の突き板　　□ステンレススチール※　　□人工大理石※
  ※ワークトップはオーダーメイド商品となります。
  ※お時間がかかりますので予めご了承ください。

 脚をお選びください。
 □蹴込み板で隠すタイプ　　□脚を見せるタイプ

 取っ手＆ノブをお選びください。
 キッチンショールームにサンプルがございます。

1

2

3

4

6

7

8

9

5

キッチンプランニングサービス  詳しくは 17 ページをご覧ください。 15



ご注文、お支払い、施工

３. ご注文、お支払

４. 施工

満足のいくプランができたら、
いよいよ注文です
満足のいくプランができたら、お近くのイケアストアで
キッチンエリアのセールススタッフにご相談ください。専
属スタッフがあなたのキッチンプランを一緒にチェック
して、不明点や疑問にもお答えします。商品をご注文す
る際に、スタッフがお支払方法や予約品がある場合、
納期についてご説明いたします。必要に応じて、配送サー
ビスや施工サービスの手配もいたします。

IKEA キッチンはご自身でも設置できるデザインになっていますが＊

イケアではキッチンの設置をお手伝いする各種のサービスもご用意しています。
まずはお近くのストアでキッチン設置ガイドを手に取ってみてください。
イケアのキッチンを設置するおおまかな手順や方法が説明されています。

＊配線や配管工事など、資格が必要な工事は、必ず専門の業者にご依頼ください。

お近くのイケアストアの
キッチンエリアで注文する。01

オンラインツールやお電話で注文する。
（リモートプランニングサービスをご
予約ください）

02

キッチンの注文方法には 
次の 2 通りがあります。

キッチンプランニングサービス

配送サービス
おまかせ配送サービス

ショッピングクレジット （分割払い）

キッチン施工サービス
家具組み立てサービス

各種サービス： 
詳しくは 17 ページをご覧ください。

各種サービス： 
詳しくは 17 ページをご覧ください。
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サービス

イケアの便利なサービス

キッチン施工サービス
家具組み立てサービス

各種サービス： 
詳しくは 17 ページをご覧ください。

キッチンプランニングサービス
イケアのキッチン専任スタッフが、マンツーマンで
お客さまの理想のキッチンプラン作成からご購入ま
でをお手伝いいたします。（予約制）

イケアストアでのプランニング
イケアストア内で、キッチン専任スタッフと一緒に
実際の商品を見ながらキッチンのプランニングを行
います。

リモートキッチンプランニング
イケアストアが近くにない、店舗まで行く時間がな
い、というお客さまのために、キッチン専任スタッ
フが、電話やオンラインツールを使用してお客さま
のご要望を伺い、ゼロからキッチンプランを作成し、
ご提案いたします。

リモートキッチンプランニングアシスタンス
スタッフとのプラン完成後、電話やオンラインツー
ルを使用して、プランの変更やご注文、お支払い、
配送サービスや施工サービスのお申し込みまでをサ
ポートします。 

キッチン施工サービス
イケア認定のキッチン施工業者が、キッチンの組み
立てや施工を行います。配線、ガス・水道の配管の
ほか、壁、床などのリフォーム全般も承ります。

作業内容：
・ 施工場所の現地確認
・ キッチンの組み立て・設置
・ イケアで購入した設備機器、水栓、照明の取り付け
・ 周辺アクセサリー（キャビネット内・壁面）の取り付け
・ 基本の給排水・ガス・電気接続工事

キッチン訪問測量サービス
キッチンのプランに入る前にご自宅を訪問し、設置
場所の寸法、必要となる配管・配線の位置の確認
を行いレイアウト図を作成します。また、壁の強度
のチェックなど、プロの目で責任を持って確かめま
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、家具組み立てサービスをご用意しています。

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。

ショッピングクレジット（分割払い）
IKEA キッチン 5 万 円 以 上のご 購 入で JACCS の 分 割 
払いをご利用いただけます。

料金やご利用方法など詳しくは、www.IKEA.jp/services でご覧ください。
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その他の情報とガイダンス

その他の情報と
ガイダンス

IKEA キッチン
ハンドブック

www.IKEA.jpIKEA 
Home Planner
オンライン 3D プランニングツールの
IKEA Home Planner を 使 え ば、 
ご自宅のパソコンで理想のキッチンを
デザインできます。使い方は簡単！ 
キッチンスペースの寸法を入 力した
ら、コンロやシンクの配置を決めて
キャビネットや設備機器を選びます。
商品を選 ぶとショッピングリストが 
作成され、概算の合計価格が確認で
きます（価格が表示されない商品もあ
るので、ご注意ください）。各商品の
在庫はウェブサイト（www.IKEA.jp）
の商品ページで確認できます。作成し
た 図 面 は イ ケ ア の サ ー バ ー に 
保存するか、印刷してイケアストアに
お 持ちください。キッチンエリアの 
スタッフが商品をチェックし、お買い
物のアドバイスをいたします。イケア
のサーバーに保存した場合は、イケア
ストアのパソコンでご覧いただけます。
その際、ログイン情報（ユーザーネー
ムとパスワード）が必要ですので忘れ
ずにお持ちください。

ウェブサイトでは、METOD/ メトード 
キッチンを 最 大 限 に 生 かす ため の 
ヒントやアイデアを数多くご紹介して
います。キッチンを新しく購 入する 
場合も、リフォームする場合も役に立
ちます。夢のキッチンの実現やカスタ
マイズに役立つ商品も多数見つかりま
す。 

あらゆるスタイル、あらゆるサイズの
キッチンを美しい画像とともにご紹介
します。フルサイズのキッチンから、
キッチンの日常をより楽しく簡単に 
してくれるちょっとしたアイデア商品
まで、あらゆるものが見つかります。
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このガイドでは、キッチンをつくる道のりを、
スタイルの選択から寸法の測量、プランニ
ング、発注、設置に至るまで、それぞれの
ステップごとにご説明します。

始めから
終わりまで

YOUR NEW 
IKEA KITCHEN

イケアで夢の
キッチンづくり

IKEA  
KITCHENS

Whether you’re looking for a com-
plete kitchen system like METOD or 
one of our other kitchens, this buying 
guide includes the products, prices 
and helpful information you need to 
choose the kitchen of your dreams. 

A guide to  
buying an 
IKEA kitchen 

イケアのキッチン設備機器はすべて、イケア
製のキッチンにぴったりとマッチし、使う人
のニーズを考えてデザインされています。 
この購入ガイドには、電子レンジで料理を
温めるだけという人にも、何時間もかけて
料理を楽しむという人にも、不思議なほど
に作業しやすく、ずっと使えるキッチンの 
ために必要な設備機器がすべて掲載されて 
います。

キッチン設備機器
購入ガイド 

APPLIANCES

INSTALLATION 
GUIDE

このガイドでは、新しいキッチンをご自身で
取り付ける方のために、準備から設置までの
作業の手順や、ヒントなどをステップ・バイ・
ステップ形式で説明しています。	

キッチン設置の
ためのDIYガイド

その他の情報とガイダンス

キッチン
設置のための
DIY ガイド
キッチンをご自身で設置する際のヒント
や作業手順が記載されています。キッチンシステム 

と設備機器
理想のキッチンを実現するあらゆる商
品と詳細情報、価格が記載された購
入 ガ イド。 お 探し の 商 品 が きっと 
見つかります。

すべてのハンドブックとガイドは、お近くのイケア
ストアもしくは www.IKEA.jp でご覧いただけます。

プランニング
ガイド
ス タイル の 選 択 か ら寸 法 の 測 量、 
プランニング、発注、設置に至るまで、 
ステップごとにご説明します。
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ご自宅のキッチンの寸法

IKEA Home Plannerのログイン情報

(2回目以降の場合) 前回お渡ししたお見積りや図面

©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021.06.14

チェックリスト
ご相談の前に
イケアストアのキッチンエリアセールススタッフにご相談いただく
前に、次の点についてあらかじめご検討いただきますと、プラン
ニングが効率よくスムーズに進みます。

検討しておきたいもの

ご利用いただけるサービス

キャビネット、引き出しの組み合わせ

扉と取っ手

ワークトップ

シンク

水栓

オーブン

コンロ

レンジフード

食器洗い機

冷蔵庫の位置

照明―作業用照明と室内照明

訪問測量サービス

キッチンプランニングサービス

配送サービス

おまかせ配送サービス

キッチン施工サービス

家具組み立てサービス

気が変わっても大丈夫。
イケアの商品は、お買い上げから365
日以内は、組み立てた家具も、未使
用で商品に問題がなければ返品可能
です。（オーダーメイド商品、アウトレ
ット商品などの一部の商品は除外と
なります。）返品の際には、ご購入時
のレシートとともに商品を購入された
イケアストアの返品カウンターまでお
持ちください。返品や交換に関する
条件は、www.IKEA.jp/returnをご
覧ください。

お持ちいただくもの


