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パーツ＆価格

カーテンロッドとシステム
HUGAD/フーガード カーテンロッド、120-210cm。

ブラック 802.171.33 ¥699

ホワイト 402.171.30 ¥699

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール

140cm 502.991.54 ¥999

BETYDLIG/ベティードリグ 壁/天井用ブラケット

ホワイト 702.198.92 ¥249

VIDGA/ヴィードガ 天井用固定具 高さ7mm。ホワイト。

702.990.92 ¥499

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具 ホワイト。

6cm 902.991.52 ¥499

12cm 502.991.49 ¥599

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 
ホワイト。

202.990.99 ¥499

ブラインドとカーテン
TRIPPEVALS/トリッペヴァルス 遮光断熱ブラインド

100×195cm 403.368.97 ¥7,499

HOPPVALS/ホップヴァルス 断熱ブラインド ホワイト。

100×210cm 903.767.58 ¥4,999

電動式ローラーブラインド、100×195cm
（2019年　冬販売開始予定）
FYRTUR/フィルトゥール 遮光ローラーブラインド

804.081.75 ¥27,990

KADRILJ/カドリリ ローラーブラインド
004.081.60 ¥22,990

MAJGULL/マイグル 遮光カーテン1組 145×250cm。
ライトグレー 103.467.51 ¥4,999

ダークブルー 403.410.35 ¥4,999

お好きなカーテンやブラインドを組み合わせてウィンドウソ
リューションを完成させましょう。

イケアストアではこのほかにも各種のカーテンやブラインドを取
りそろえています。
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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

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。

カーテン類のアレンジの仕方はさまざまありますが、いずれもその役割には機能面とビジュアル面の両方
があります。ビジュアル面では、インテリアのスタイルアップや、空間比率を変えて部屋を広く感じさせ
たりできる効果があります。機能面では、遮光、プライバシーの確保、吸音の働きがあります。室内を涼
しく、あるいは暖かくすることにも役立ちます。カーテンやブラインドは直射日光を和らげるので、家具
の保護にもなり、鉢植えやペットのために適切な室温を保つことにもなります。タイプの異なるカーテン
を重ねて掛けると、窓辺を心地よく演出でき、そのときどきでさまざまな雰囲気を楽しめます。これはま
さに用を伴った美。ここでご紹介する組み合わせ例を参考に、あなたもくつろぎの窓辺を実現しません
か。

購入ガイド

ウィンドウトリートメント
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お役立ち情報

カーテン類の場合、ワンサイズがどこでも通用するというわけにはいきません。窓の形や大きさはさまざま。カーテン類に求める役割も人によって
違います。重なり方が美しいシンプルなカーテンソリューションをつくる秘訣は、まず窓の大きさをきちんと測っておくことにあります。

1. 窓の幅
窓幅によって、カーテンロッドやトラックレールの長さが決まりま
す。カーテンを閉めたときに窓全体が隠れ、開けたときに窓がすべ
て見えるよう、窓の左右両側に15cm以上出る長さにしましょう。
ブラインドを設置する場合は、窓幅よりもブラインド幅が2、3cm
長くなっていると、ブラインドが窓枠と重なり光を完全に遮断でき
ます。

2. カーテンの長さ
窓枠の上辺から、カーテン類を下ろしてきたい位置までの長さを
測ります。この長さに15cm足すことを目安にしておきましょう。
カーテンロッドやトラックレールは窓枠の上辺から15cm上方に取
り付けましょう。

15 cm 15 cm

15
 c

m
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3

プライバシー

窓から外の景色が見えるのはうれしいもの。でも日差しや外からの視
線をシャットアウトしたくなるときもあります。カーテンやブラインド
を組み合わせれば、両方が同時に叶います。カーテンやブラインドが

日差しを和らげ、プライバシーを守り、テレビやパソコンなどの画面
への反射や映り込みを低減してくれます。同時にインテリアのスタイ
ルアップも叶います。

• カーテンが日差しを和らげながら、外からの視線を遮り、プライバ
シーを守ります。

• カーテンは麻（リネン）製。ナチュラルで不均一な質感が特徴で、
しっかりとコシのある手ざわりです。

• より幅の広いソリューションが必要な場合は、付属のコネクターを
使ってレールを延長できます。

 この組み合わせ ¥19,686

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 502.991.54 1 pc

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 2 pcs

トレトゥール 遮光ローラーブラインド、140×195、ライトグレー 103.809.95 1 pc 

FJÄDERKLINT/フィェデルクリント カーテン1組、
145×250cm、ホワイト/グリーン 303.690.96 1 pc 

• カーテン上部のハトメにカーテンロッドを通して直接つり下げられ
ます。

• ローラーブラインドが日差しを和らげ、テレビ画面やパソコン画面
の反射や映り込みを軽減します。

• カーテンロッドの長さは自由に調節できます。
 この組み合わせ ¥12,695

この例で使用しているアイテム
HUGAD/フーガード カーテンロッド、120-210cm、ホワイト 402.171.30 1 pc

BETYDLIG/ベティードリグ 壁/天井用ブラケット、ホワイト 702.198.92 2 pcs

TRETUR/トレトゥール 遮光ローラーブラインド、100×195、
ライトグレー 803.809.87 1 pc

HILLEBORG/ヒッレボリ 遮光カーテン1組、145×250、グレー 204.250.31 1 pc
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お役立ち情報

カーテン類の場合、ワンサイズがどこでも通用するというわけにはいきません。窓の形や大きさはさまざま。カーテン類に求める役割も人によって
違います。重なり方が美しいシンプルなカーテンソリューションをつくる秘訣は、まず窓の大きさをきちんと測っておくことにあります。

1. 窓の幅
窓幅によって、カーテンロッドやトラックレールの長さが決まりま
す。カーテンを閉めたときに窓全体が隠れ、開けたときに窓がすべ
て見えるよう、窓の左右両側に15cm以上出る長さにしましょう。
ブラインドを設置する場合は、窓幅よりもブラインド幅が2、3cm
長くなっていると、ブラインドが窓枠と重なり光を完全に遮断でき
ます。

2. カーテンの長さ
窓枠の上辺から、カーテン類を下ろしてきたい位置までの長さを
測ります。この長さに15cm足すことを目安にしておきましょう。
カーテンロッドやトラックレールは窓枠の上辺から15cm上方に取
り付けましょう。
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睡眠

私たちは人生の3分の1を眠って過ごします。十分に体を休め、気力と
体力を充実させるには、よい睡眠が大切です。心地よく眠れる空間づ
くりに向けて、騒音を和らげ光を遮断するのに役立つ組み合わせ例を

• 遮光カーテンがあれば、月明かりや街灯に眠りを妨げられる心配
はありません。遅くまで寝ていたいときに太陽の光で起こされるこ
ともありません。

• カーテンはカーテンロッドまたはカーテントラックにつり下げられ
ます。

• より幅の広いソリューションが必要な場合は、付属のコネクターを
使ってレールを延長できます。レールは弓のこでお好みの長さに
カットして使えます。

 この組み合わせ ¥13,194

この例で使用しているアイテム
MAJGULL/マイグル 遮光カーテン1組 145×250cm、
ダークブルー 403.410.35 1 pc

LEJONGAP/レイオンガープ カーテン1組、145×250cm、
ホワイト 003.746.07 1 pc

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 502.991.54 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 2 pcs

• 遮光ブラインドは特殊コーティングによって光を完全に遮断しま
す。

• ブラインドのハニカム構造に含まれる空気が断熱層をつくるので、
冷暖房費の削減に役立ちます。

• レールは弓のこでお好みの長さにカットして使えます。
• VIDGA/ヴィードガ トラックレールを天井に取り付ける天井用固

定具はネジが見えないデザインです。
 この組み合わせ ¥12,195

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 502.991.54 1 pc

VIDGA/ヴィードガ 天井用固定具、ホワイト 502.991.49 2 pcs

TRIPPEVALS/トリッペヴァルス 遮光断熱ブラインド、
100×195cm、ライトグレー 403.368.97 1 pc

HANNALILL/ハナリル カーテン1組、145×250、ベージュ 104.108.84 1 pc

• 遮光ブラインドは特殊コーティングによって光を完全に遮断しま
す。

• カーテンは隠しタブ付き。タブにカーテンロッドを通してつり下げ
られます。

• 別売りのフィニアルに取り替えるだけで、カーテンロッドの印象を
手軽に変えられます。

 この組み合わせ ¥5,695

この例で使用しているアイテム
HUGAD/フーガード カーテンロッド、120-210cm、ブラック 802.171.33 1 pc

BETYDLIG/ベティードリグ 壁/天井用ブラケット、ホワイト 702.198.92 2 pcs

TUPPLUR/トゥップルール 遮光ローラーブラインド、
100×195cm、グレー 003.492.98 1 pc 

HILJA/ヒリア カーテン1組、145×250cm、グレー 203.907.34 1 pc

以下に集めてみました。
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5

多機能型

窓からの光の入り方は時間帯によって変わります。私たちが窓辺に求
める機能も1日の中で変化します。以下にご紹介するのは、日差しや室
温を調節したり、テレビやパソコンなどの画面への映り込みを低減し

• 遮光カーテンがあれば、月明かりや街灯に眠りを妨げられる心配
はありません。遅くまで寝ていたいときに太陽の光で起こされるこ
ともありません。

• 麻（リネン）製のカーテンは光を取り入れながらプライバシーも
守ります。複数のカーテンを重ねてつるすレイヤードウィンドウソ
リューションに最適です。 

• より幅の広いソリューションが必要な場合は、付属のコネクターを
使ってレールを延長できます。レールは弓のこでお好みの長さに
カットして使えます。

 この組み合わせ ¥22,493

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 502.991.54 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ 天井用固定具、ホワイト 702.990.92 2 pcs

TRETUR/トレトゥール 遮光ローラーブラインド、
100×195cm、ライトブルー 703.810.58 1 pc

MAJGULL/マイグル 遮光カーテン1組、145×250cm、
ブルーグリーン 103.467.51 1 pc

AINA/アイナ カーテン1組、ホワイト 902.841.98 1 pc

• 遮光ブラインドは特殊コーティングによって光を完全に遮断しま
す。

• このカーテンは光を取り入れながらプライバシーも守ります。複数
のカーテンを重ねてつるすレイヤードウィンドウソリューションに
最適です。

• より幅の広いソリューションが必要な場合は、付属のコネクターを
使ってレールを延長できます。レールは弓のこでお好みの長さに
カットして使えます。

 この組み合わせ ¥13,891

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 502.991.54 1 pc

HUGAD/フーガード カーテンロッド、120-210cm、ホワイト 402.171.30 1 pc

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ カーテンロッドホルダー、ホワイト 203.050.76 2 pcs

TUPPLUR/トゥップルール 遮光ローラーブラインド、
100×195cm、ホワイト 803.492.99 1 pc

LEJONGAP/レイオンガープ カーテン1組、145×250cm、
ホワイト 003.746.07 1 pc

LENDA/レンダ カーテン タッセル付き 1組、140×250、ホワイト 601.719.23 1 pc

• 遮光カーテンがあれば、月明かりや街灯に眠りを妨げられる心配
はありません。遅くまで寝ていたいときに太陽の光で起こされるこ
ともありません。

• カーテンはカーテンロッドまたはカーテントラックにつり下げられ
ます。

• より幅の広いソリューションが必要な場合は、付属のコネクターを
使ってレールを延長できます。レールは弓のこでお好みの長さに
カットして使えます。

 この組み合わせ ¥13,194

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 502.991.54 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 2 pcs

MAJGULL/マイグル 遮光カーテン1組、145×250cm、
ダークブルー 403.410.35 1 pc

LEJONGAP/レイオンガープ カーテン1組、145×250cm、
ホワイト 003.746.07 1 pc

たり、プライバシーを保ちながら外の景色を楽しんだり、部屋を心地
よく演出したりできる組み合わせ例です。カーテンやブラインドの重
ね吊りには、冬の寒さや夏の暑さをしのぐ断熱効果もあります。
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睡眠

私たちは人生の3分の1を眠って過ごします。十分に体を休め、気力と
体力を充実させるには、よい睡眠が大切です。心地よく眠れる空間づ
くりに向けて、騒音を和らげ光を遮断するのに役立つ組み合わせ例を

• 遮光カーテンがあれば、月明かりや街灯に眠りを妨げられる心配
はありません。遅くまで寝ていたいときに太陽の光で起こされるこ
ともありません。

• カーテンはカーテンロッドまたはカーテントラックにつり下げられ
ます。

• より幅の広いソリューションが必要な場合は、付属のコネクターを
使ってレールを延長できます。レールは弓のこでお好みの長さに
カットして使えます。

 この組み合わせ ¥13,194

この例で使用しているアイテム
MAJGULL/マイグル 遮光カーテン1組 145×250cm、
ダークブルー 403.410.35 1 pc

LEJONGAP/レイオンガープ カーテン1組、145×250cm、
ホワイト 003.746.07 1 pc

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 502.991.54 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 2 pcs

• 遮光ブラインドは特殊コーティングによって光を完全に遮断しま
す。

• ブラインドのハニカム構造に含まれる空気が断熱層をつくるので、
冷暖房費の削減に役立ちます。

• レールは弓のこでお好みの長さにカットして使えます。
• VIDGA/ヴィードガ トラックレールを天井に取り付ける天井用固

定具はネジが見えないデザインです。
 この組み合わせ ¥12,195

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、ホワイト 502.991.54 1 pc

VIDGA/ヴィードガ 天井用固定具、ホワイト 502.991.49 2 pcs

TRIPPEVALS/トリッペヴァルス 遮光断熱ブラインド、
100×195cm、ライトグレー 403.368.97 1 pc

HANNALILL/ハナリル カーテン1組、145×250、ベージュ 104.108.84 1 pc

• 遮光ブラインドは特殊コーティングによって光を完全に遮断しま
す。

• カーテンは隠しタブ付き。タブにカーテンロッドを通してつり下げ
られます。

• 別売りのフィニアルに取り替えるだけで、カーテンロッドの印象を
手軽に変えられます。

 この組み合わせ ¥5,695

この例で使用しているアイテム
HUGAD/フーガード カーテンロッド、120-210cm、ブラック 802.171.33 1 pc

BETYDLIG/ベティードリグ 壁/天井用ブラケット、ホワイト 702.198.92 2 pcs

TUPPLUR/トゥップルール 遮光ローラーブラインド、
100×195cm、グレー 003.492.98 1 pc 

HILJA/ヒリア カーテン1組、145×250cm、グレー 203.907.34 1 pc

以下に集めてみました。
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VIDGA/ヴィードガ

VIDGA/ヴィードガは、イケアのウィンドウトリートメント商品のベー
スとなるシリーズです。ニーズに合った理想のレイヤード（重ね掛け）
ソリューションをつくるには、このシリーズからスタートするのがおす
すめです。設置も簡単で、すっきりしたラインはモダンな窓辺にもトラ
ディショナルなテイストの窓辺にもよく合います。

VIDGA/ヴィードガ シリーズならカーテン類の設置にさまざまな可能
性が開きます。使い方も、選び方も、取り付け方も簡単です。

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。

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ 天井用固定具、ホワイト 702.990.92 ¥499 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、
ホワイト 502.991.54 ¥999 1 pc

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個 102.607.66 ¥399 1 pk

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 天井用固定具、ホワイト 702.990.92 ¥499 3 pcs

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、
ホワイト 502.991.54 ¥999 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個 102.607.66 ¥399 2 pks

シングルレイヤー（1枚だけ掛ける）

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。

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 140cm 2本を壁用固定
具12cmに平行に取り付けたソリューション。カーテンを2重につるせ
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。

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 ¥599 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、
ホワイト 502.991.54 ¥999 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個 102.607.66 ¥399 2 pks

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 ¥599 3 pcs

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、
ホワイト 502.991.54 ¥999 4 pcs

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個 102.607.66 ¥399 4 pks

ダブルレイヤー（2枚重ねて掛ける）
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ワイヤレス電動式ブラインド

イケアのローラーブラインド、FYRTUR/フィルトゥールとKADRILJ/
カドリリなら、ベッドの中やどこかほかの場所からでも開閉操作が
できます。付属のリモコンやイケアのTRÅDFRI/トロードフリ アプリ
で、複数のワイヤレスブラインドの同時操作・個別操作が可能です。
どんな世代にとっても、便利で嬉しい機能です。

ニーズに応じて生地のタイプが選べます。 FYRTUR/フィルトゥール
には遮光性、KADRILJ/カドリリには透光性があります。ぐっすり眠る
ために、穏やかに目覚めるために、これらのブラインドをちょうどよ
い明るさづくりにお役立てください。

• ブラインドはワイヤレス操作できるので、暮らしのシーンに合わせて
光の入り具合を調節できます。

•  TRÅDFRI/トロードフリ ゲートウェイ＆アプリを使って複数のワイ
ヤレスブラインドをグループ化し、グループごとに一括操作すること
ができます。

•  TRÅDFRI/トロードフリ ゲートウェイ＆アプリを導入すると、ワイヤ
レスブラインドの開閉をタイマーで管理できます。

•  FYRTUR/フィルトゥールは遮光ブラインド。部屋を完全に暗くでき
ます。

•  KADRILJ/カドリリは日差しを和らげ、テレビやパソコンなどの画面
への映り込みを低減します。

この例で使用しているアイテム
（2019年　冬販売開始予定）

KADRILJ/カドリリ ローラーブラインド、100×195cm 004.081.60 ¥22,990

もしくは
FYRTUR/フィルトゥール 遮光ローラーブラインド、100×195cm 804.081.75 ¥27,990

•  リモコン付き
• 充電池1個付き
• バッテリー充電器付き
• ワイヤレス機能を起動させるには、ZigBeeリピータ（商品に同梱

されています）をブラインドから10ｍ以内のコンセントに挿す必
要があります。

•  ブラインドはリモコンおよびZigBeeリピータとあらかじめペアリ
ングされています。

• TRÅDFRI/トロードフリ アプリを使用するには、このTRÅDFRI/
トロードフリ ゲートウェイが必要です。お手持ちのモバイル端末
に合わせて、Google PlayまたはApp Storeから無料アプリをダ
ウンロードしてください。

• TRÅDFRI/トロードフリ アプリは随時更新され、より多くの機能
と可能性を提供します。
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VIDGA/ヴィードガ

VIDGA/ヴィードガは、イケアのウィンドウトリートメント商品のベー
スとなるシリーズです。ニーズに合った理想のレイヤード（重ね掛け）
ソリューションをつくるには、このシリーズからスタートするのがおす
すめです。設置も簡単で、すっきりしたラインはモダンな窓辺にもトラ
ディショナルなテイストの窓辺にもよく合います。

VIDGA/ヴィードガ シリーズならカーテン類の設置にさまざまな可能
性が開きます。使い方も、選び方も、取り付け方も簡単です。

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。

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ 天井用固定具、ホワイト 702.990.92 ¥499 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、
ホワイト 502.991.54 ¥999 1 pc

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個 102.607.66 ¥399 1 pk

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 天井用固定具、ホワイト 702.990.92 ¥499 3 pcs

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、
ホワイト 502.991.54 ¥999 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個 102.607.66 ¥399 2 pks

シングルレイヤー（1枚だけ掛ける）

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。

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール 140cm 2本を壁用固定
具12cmに平行に取り付けたソリューション。カーテンを2重につるせ
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。

この例で使用しているアイテム
VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具、12cm、ホワイト 502.991.49 ¥599 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、
ホワイト 502.991.54 ¥999 2 pcs

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個 102.607.66 ¥399 2 pks

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 ¥599 3 pcs

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール、140cm、
ホワイト 502.991.54 ¥999 4 pcs

VIDGA/ヴィードガ ランナー＆フック、ホワイト、24個 102.607.66 ¥399 4 pks

ダブルレイヤー（2枚重ねて掛ける）
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イケアでは、配送や組み立てなどの便利なサービス（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
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パーツ＆価格

カーテンロッドとシステム
HUGAD/フーガード カーテンロッド、120-210cm。

ブラック 802.171.33 ¥699

ホワイト 402.171.30 ¥699

VIDGA/ヴィードガ シングルトラックレール

140cm 502.991.54 ¥999

BETYDLIG/ベティードリグ 壁/天井用ブラケット

ホワイト 702.198.92 ¥249

VIDGA/ヴィードガ 天井用固定具 高さ7mm。ホワイト。

702.990.92 ¥499

VIDGA/ヴィードガ 壁用固定具 ホワイト。

6cm 902.991.52 ¥499

12cm 502.991.49 ¥599

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 
ホワイト。

202.990.99 ¥499

ブラインドとカーテン
TRIPPEVALS/トリッペヴァルス 遮光断熱ブラインド

100×195cm 403.368.97 ¥7,499

HOPPVALS/ホップヴァルス 断熱ブラインド ホワイト。

100×210cm 903.767.58 ¥4,999

電動式ローラーブラインド、100×195cm
（2019年　冬販売開始予定）
FYRTUR/フィルトゥール 遮光ローラーブラインド

804.081.75 ¥27,990

KADRILJ/カドリリ ローラーブラインド
004.081.60 ¥22,990

MAJGULL/マイグル 遮光カーテン1組 145×250cm。
ライトグレー 103.467.51 ¥4,999

ダークブルー 403.410.35 ¥4,999

お好きなカーテンやブラインドを組み合わせてウィンドウソ
リューションを完成させましょう。

イケアストアではこのほかにも各種のカーテンやブラインドを取
りそろえています。
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