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このまとめを書いたキュレーター
punimal

エクステリア・リフォーム・風水・家庭菜
園などのテーマを中心に執筆しています。

アクセスランキング
昨日人気のあった「園芸」に関するまとめ

まとめ特集 特集一覧

2016年09月28日更新

【里芋の栽培方法】手間が掛からずプランター
で育てられる
里芋は1株からたくさんの子芋を収穫できます。手間も掛からず病害虫に強いので、初心者の方におすすめの野
菜栽培です。プランターや鉢で栽培すれば大きな葉が南国のような雰囲気に。インドや中国原産で高温多湿を
好むので、日本の夏の暑さの中でよく育ちます。

ツイート ブックマーク 0 いいね！ 0

里芋はどんな野菜？

里芋の原産地は東南アジア

里芋は植え付けた種芋の上に親芋が育ち、その周囲に子芋・孫芋が増えます。日本では子孫繁栄
の象徴として、昔から祝いの席に用いられてきました。食用の芋部分は根ではなく、茎が肥大し
た部分です。

良く目立つ大きな葉は、多湿を好む里芋を乾燥から守るため巨大化したと言われています。東南
アジアでは多年性で、放置しても勝手に育ちます。日本は温帯地域のため、冬になると枯れてし
まいます。

出典: pixta.jp

里芋は免疫力を高める

冬春のおしゃれな寄せ植えで冬の
ガーデニングをパッと華やかに

家の目隠しにおすすめの植栽。自
然にプライベート空間を確保しよ
う

ハーブの種類・効能に合わせた利
用法を知ろう

お部屋に癒しのアクアリウムをプ
ラス。初心者向けの魚や水槽の選
び方

オリーブを植えて地中海気分を満
喫。手軽にできる植え方のコツ

これで完璧！無印良品総まとめ

かわいいアイテムがいっぱい！セ
リアをもっと知ろう
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おすすめのまとめ
いまiemoで注目のまとめ

里芋は他の芋類と比較して水分が多いので、カロリーはサツマイモや山芋の半分以下です。主成
分はデンプンとたんぱく質で、ビタミンB1、ビタミンB2、カリウム、カルシウム、食物繊維を
含みます。

特有のぬめりは、たんぱく質と炭水化物が結合したガラクタンとムチンいう粘性物質で、ガラク
タンは、脳細胞を活性化させたり、免疫力を高めます。ムチンはたんぱく質の消化吸収を活性化
させ、胃の粘膜を保護して整えます。

出典: pixta.jp

出典：文部科学省：五訂増補日本食品標準成分表

里芋栽培の概要

多湿を好み、寒さや乾燥が苦手な野菜

里芋の発芽温度は15度、生育の適温は25～30度です。熱帯が原産なので、高温多湿を好む反
面、寒さや乾燥に弱い作物です。

出典: pixta.jp

IKEAの家具・雑貨！もっとお部屋
をステキにコーディネートにしよ
う

朝の時短で“余裕の笑顔”が生まれ
る。暮らしが楽しくなる5つのコ
ツ

パーティーにも活躍。短い漬け時
間で野菜のおいしさを楽しめる
「サラダピクルス」

12月の朝に小さなワクワクを。子
どもが笑顔で目を覚ます魔法のグ
ッズ

イケアの「ソファ」でのんびり。
くつろぎ空間を作るアイテム探し

ワンタッチでスマホが進化!?家事
も子育ても変わる新しいスタイル
とは
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乾燥には特に注意が必要となり、子芋が育つ時期に土壌が乾燥してしまうと、味の悪い小さい芋
になってしまいます。乾燥する時期はたっぷり水やりしましょう。

里芋は連作を嫌う

里芋は連作を嫌います。同じ場所で育てると害虫の被害が出やすくなります。特にセンチュウ
（線虫）は、生育や収量の低下に繋がります。3～4年、可能であれば5年以上期間を空けます。 

プランターや鉢で育てる場合は、容器をよく洗い、土を入れ替えれば問題ありません。

出典: pixta.jp

品種は食べる部位の違いで3種類ある

里芋の品種は3つに分けられます。子芋だけを食べる「子芋専用種」、親芋と子芋を食べる「親
子兼用種」、親芋のみ食べる「親芋専用種」です。それぞれ食用になる部分が異なるので、目的
に合った品種を選びます。

出典: pixta.jp
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子芋用は石川早生・土垂れ（どだれ）、親子兼用は八ツ頭・セレベス・子宝・えび芋、親芋用は
タケノコ芋・頭芋・殿芋などです。

里芋の品種いろいろ

里芋はシーズンになると種芋がホームセンターや園芸店で販売されます。同種異名が多くあり、
同じ品種でも地域により特性が異なります。

親芋も食べられ、粉質で赤味のある「セレベス」、ボリュームのある「女早生」。ぬめりが強
く、煮物に向いている「善光寺」。収穫量が多く、ねばりがあって肉質のやわらかい「石川早
生」、葉柄もおいしく食べられる「蓮芋」「みがしき」など種類が豊富です。

出典: pixta.jp

里芋をプランターで育てる

栽培期間は150～180日

品種や地域により栽培期間は異なりますが、植え付けは充分に暖かくなった4月中旬から下旬に
行い、石川早生などの早生種であれば、9月中旬に収穫できます。その他は10月下旬ごろになり
ます。

栽培期間は多少長くなりますが、上手に保存しておけば、必要なときに必要な分だけ利用できる
便利な作物です。
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出典: pixta.jp

里芋栽培に適したプランター

プランターは、大型で深さ30cm以上のサイズを選びましょう。植木鉢でも栽培可能です。1つの
株から20個以上収穫できるので、15号以上のサイズは必要です。 

真夏には大きな葉が南国にいるような気分にさせてくれますよ。

保湿性の高い土作りがポイント
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一般的な野菜用の培養土で良く育ちます。用土を自作する場合は、赤玉土：堆肥：腐葉土：バー
ミキュライト＝4：3.5：2.5：1の割合で混ぜ、石灰を用土10Lあたり10g、化成肥料を20g混ぜ
合わせ、保湿性の高い土を作ります。

途中増し土を行うので土は7分目程度、プランターや鉢のフチから10cmほど確保しておきましょ
う。

株数が少ないなら苗を購入

種芋を購入して芽出しから育てる方法もありますが、株数が少なければ、ホームセンターや園芸
店で苗を購入してしまった方が確実です。
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植え付け方は、ポットより大きめの植穴を掘り、根鉢を崩さないよう丁寧に植え付けましょう。
植え付け後は用土を株元に土寄せして、水をたっぷりと与えます。

水やりと追肥のタイミング

里芋は乾燥が続くと葉が萎れて生育が極端に悪くなります。一度萎れてしまうとなかなか回復し
ないので、プランター栽培の場合は水やりが欠かせません。1日1～2回、用土にたっぷり浸み込
むように与えましょう。

受け皿に水を溜めたままにすると、根が腐る可能性があります。水はけは良い状態で保ちましょ
う。追肥のタイミングは、株が10～15cmに伸びたころ、化成肥料を5g株周辺に施します。

出典: pixta.jp

里芋を種芋から育てる

種芋の選び方

出典: pixta.jp
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芽が欠けていたりキズのある種芋は避け、ふっくらと丸みがあり、大きくてかたちの良い種芋を
選びます。小さい種芋は大きく育たない傾向があるので、大きさも意識しましょう。

皮が浮いていたり、切り口に赤いスジがあると病気の可能性があるので注意します。

出典: pixta.jp

芽出しは3月中旬から4月上旬

発芽率をアップさせるため、芽出し作業をして
から植え付けます。適期は3月中旬～4月上旬
です。プランターなどの入れ物に培養土を入
れ、芽が出る方向を上にして種芋植ます。
5cm程度覆土して、軽く水やりします。 

発芽温度は15～30度なので、気温が低ければ
穴を空けたビニール袋を被せて温度管理しまし
ょう。土の表面が乾いたら水やりします。芽が
出るまで3～4週間掛かります。3cm以上に育
てば植え付けOKです。

出典: pixta.jp

用土＆元肥

植え付け2週間前に用土を準備します。里芋は
根を深く伸ばすので、できるだけ深く耕しま
す。里芋はpH4.1～9.1まで生育可能で、適正
値はpH6.0～6.5です。 

苦土石灰100平方メートルあたりを堆肥3kgを
入れて耕し、1週間前に化成肥料100gを入れ
て畝を作ります。畝間は90㎝、深さ20㎝に耕
しましょう。

出典: pixta.jp

植え付け適期は4月中旬～下旬
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植え付け適期は4月中旬～下旬

4月中旬～下旬になったら、種芋を植え付けます。株間は40～50cm、7～8cmの深さに植えま
す。寒い地域であれば黒マルチを使います。生育が早まり雑草も防げます。

本葉が2～3枚になったらマルチを取り除き、1回目の追肥、5～6枚になったら、2回目、6月ジェ
ジュンになったら3回目の追肥を施します。化成肥料は1平方メートルあたり50gが目安です。

出典: pixta.jp

里芋の栽培管理

土寄せは追肥同様3回行う

土寄せを怠ると、子芋が地上に出て緑化してし
まい味が落ちます。追肥と同じく重要な作業な
ので忘れずに行いましょう。

1度目は5月下旬、2度目は6月下旬、3度目は
梅雨明けに行います。追肥のタイミングに合わ
せてもOKです。株元にしっかり土を寄せ、子
芋の芽が隠れるようにしましょう。

出典: pixta.jp

除草と乾燥対策を施す
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除草と乾燥対策を施す

梅雨が明けると生育が旺盛になり、雑草も増えます。害虫の発生を抑制に繋がるので、こまめに
除草しましょう。

日照りが続くときは、マルチやワラ、枯草を株元に敷いて乾燥を防ぎます。畝の間にも水やりを
して高温多湿の環境を保ちます。

出典: pixta.jp

親芋を大きく育てるなら芽欠きする

親芋を食べる品種は、7月以降に出てきた種芋から直接出ている芽（脇芽）を切ります。子芋の
芽を育ててしまうと、親芋が大きく育ちません。残す茎を傷付けないようハサミなどで丁寧にカ
ットしましょう。

孫芋、小さめの里芋が好みであれば、芽欠きは必要ありません。

出典: pixta.jp

里芋の収穫はよく晴れた日に
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里芋の収穫はよく晴れた日に

収穫は霜が降りる前に終わらせます。収穫の目
安は、地上部の葉の色が抜けて、小さくなりは
じめたら。茎や芋を傷付けないよう試し掘りを
して、大きさを確認しましょう。

里芋は寒さに弱く、低温にあたると腐ってしま
います。よく晴れた日に、茎を根元からナイフ
で切り、株の周りからシャベルや鍬（クワ）で
掘り返し、手で取り出します。

出典: pixta.jp

里芋の保存方法

里芋を長期保存する場合は、芋をバラさずに土から掘り起こした状態で2～3日陰干しで乾かしま
す。再度上下をひっくり返して（葉のあった方を下）畑に埋め戻せばOKです。場所がわかりやす
いよう棒などで目印をつけておくと便利です。

掘り起こすのが大変だったり、スペースがない場合は、段ボールの中に株の上に土やワラを厚め
に被せます。籾殻詰めて室内保存も可能です。内部温度は10度前後をキープしましょう。

出典: pixta.jp

里芋の病害虫

里芋の病気対策
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丈夫な野菜のなので、ほとんど病気になりませんが、疫病・モザイク病・乾腐病・軟腐病のリス
クがあります。病気の発生原因はほぼ連作によります。

保管中に多いのが、切り口が赤くなる「乾腐病」です。里芋に含まれるフェノール性化合物が。
酵素により酸化されて赤く変色します。原因は寒さです。食べても問題ありませんが、風味は落
ちます。

出典: pixta.jp

里芋の害虫対策

里芋に発生しやすい害虫は、アブラムシ、ハダニ、ハスモンヨトウ、スズメガです。見つけ次第
駆除しましょう。株元付近に生えている雑草が原因の場合もあるので、除草も一緒に行います。

防除が遅れると、葉が一気に食害されてしまいます。トレボン乳剤、ハクサップ水和剤、ラービ
ンフロアブなどの薬剤を使うか、無農薬栽培で育てている場合は、木酢液や竹酢液を水で薄めて
スプレーします。

出典: pixta.jp
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里芋の人気レシピ

人気1位、里芋料理の定番「煮物」

里芋は茹でたり煮るとぬめりが出ます。栄養がたっぷり含まれているので、そのまま調理するの
もおすすめ。煮汁が濁ったりとろとろになるのを避ける場合は、里芋5～6個に対して大さじ2杯
の塩で皮を剥いた里芋をゆでます。

水にとってぬめりを洗い流し、乾いた付近で表面の拭きましょう。里芋の品種によりますが、粘
質の里芋なら少し長めに煮て、甘めの味付けでやわらかく仕上げるとおいしいですよ。

レシピ「里芋の煮物」by 桃百 さん

レシピはこちら

牡蠣と里芋の簡単白みそグラタン
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ねっとりとした里芋に、海のうまみたっぷりの牡蠣を使ったグラタン。決め手は甘い風味のある
白みそと牡蠣の蒸し汁を使ったベシャメルソース。香りと深いコクがたまりません。

白みその代わりに信州みそを使ってもおいしいですよ。材料をグラタン皿に並べて焼くだけの簡
単レシピ。あっという間にでき上がりです。

レシピ「牡蠣と里芋の白みそグラタン。」by musashi さん

レシピはこちら

ねっとりサクサクの里芋サラダ

里芋と彩り野菜を茹でて和えるだけの簡単レシピ。和風の味付けができるので、ネギや醤油、か
つお節をたっぷりと使ってアレンジを楽しんでみてください。

潰してねっとりとたポテトサラダにしても、煮崩れしにくい粉質の海老芋や八つ頭を使い、薄め
にスライスしてドレッシングで食べてもおいしいですよ。

レシピ「＊里芋サラダ＊」by happyspice さん

レシピはこちら

冷凍里芋とゴボウの豆乳ポタージュ
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里芋と豆乳を使った、ローカロリーのポタージュスープです。ゴボウと玉ねぎの風味がよく、体
にやさしいレシピです。里芋は冷凍保存しておくと、調理のときにすぐ使えて便利ですね。

煮物に使う場合は固めに茹でて保存しますが、スープやサラダのように潰して使う場合は、しっ
かり茹でてから水気を拭き取り冷凍しましょう。

レシピ「ゴボウとサトイモの豆乳ポタージュスープ。」by ゆう さん

レシピはこちら

里芋とささみ、三つ葉の和え物

里芋はお肉とも相性抜群。さっぱり仕上げるなら鶏ささみがおすすめです。ささみはレンジで酒
蒸して、三つ葉はさっとお湯に通します。

レシピ「ささみと里芋、三つ葉の和え物」by 筋肉料理人 さん
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コツ・ポイント

里芋を上手に育てるコツは、水やりと追肥のタイミングです。乾燥が続いたり、肥料が足りてい
ないと子芋の育ちが悪くなり、収穫量が減ってしまいます。子芋を大きく太らせるため、たっぷ
り水をやり、土よせを行いましょう。収穫後は土付きのまま保存できるので、直前に皮を剥けば
里芋本来の風味が毎回楽しめますよ。

この記事に関連するおすすめ記事

今年は珍しい野菜を育てよう。おもしろ種の品種をご紹介

当社は、この記事の情報（個人の感想等を含む）及びこの情報を用いて行う利用者の判断について、正確性、完全性、有益性、特定目的への
適合性、その他一切について責任を負うものではありません。この記事の情報を用いて行う行動に関する判断・決定は、利用者ご自身の責任
において行っていただくと共に、必要に応じてご自身で専門家等に相談されることを推奨いたします。

あわせて読みたい

ポン酢しょうゆと和風だしで味付けするので、うま味たっぷりに仕上がります。温かいままで
も、冷やしてもおいしいおつまみレシピです。

レシピはこちら

里芋×肉味噌のコクたっぷりカレー

カレーの具材に里芋を使ったことはあります
か？里芋に肉味噌とトマト缶を合わせた、濃厚
な大人のカレーレシピです。味噌はカレーにコ
クを出し、里芋とも相性抜群。

普通のカレーに飽きてしまったら、ぜひ挑戦し
てみてくださいね。

レシピ「肉味噌さといもカレー」by canchome さ
ん

レシピはこちら

写真 いえれぽ プロを探す まとめを作る 会員登録 ログイン 専門家の方へ気になるワードを検索 検索

https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CDKmgFC1AWOiuE8fj8QW9r7zYB6Cc1sJHnY7rtvcDFBABIKenmSlgibO9hOAToAGHneTBA8gBAqkCfOpaHMPJQj7gAgCoAwHIA5kEqgSjAU_QdSs-zlysmXqPbE5J2NZzr7mZcPCgArl4Gqw50Lr-bhAh1YTtviPs5forpxXA6gTPb9fmhqlwGmVuFbnaQFJb5kzHTQZi_TwGicVExlPZT3dspUi1mR3yWid3YzonZA5jFL9KDyihq8CSr3J5StWAXcF11bOSlHS_Hs45bgM7c_ZcqQ4uuSGEH4uhUC9xYgeJ9RD7HI-H7r0gsit2cjSkxyXgBAGIBgGgBgKAB-Himz6oB6a-G9gHAdIIBQiAYRAB2BMM&num=1&cid=CAASEuRou8MU80eqhWpIhvUx92zQiw&sig=AOD64_1-0E34vE7dTi--npjeobKO0UHeug&client=ca-pub-9004243790701757&adurl=http://sp.log.gmo-mars.jp/site/c%3Fk%3DOz9pMx
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7fiqFS1AWLDqGYih9AWwh7PYDKCc1sJHnY7rtvcDFBABIKenmSlgibO9hOAToAGHneTBA8gBAqkCfOpaHMPJQj6oAwHIA8kEqgSJAU_QnnLijbqgeFt5_15syneQomkdfSm8XVyYnlsE55LyZaaahCK3oDZeAH7tyV5M4_dWEWEfJ5IeTYT9nn88lR6ZOQpi_gwDCLidAA6t8yvtxDNLooSoumJ1bJ_jOAs_jEMpLpfl1Xwe73gGmgrJlVAG2h_ZZI3R6H-egOyjgD2-OKnXGP3EielhiAYBoAYCgAfh4ps-qAemvhvYBwHSCAUIgGEQAdgTDA&num=1&cid=CAASEuRoWVCvWoEMwnxulf43LgORiA&sig=AOD64_2FiJrA_Tj-4GAvZgOwrf9aSPLTpw&client=ca-pub-9004243790701757&adurl=http://sp.log.gmo-mars.jp/site/c%3Fk%3DOz9pMx
https://iemo.jp/83999
https://iemo.jp/83172
http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100480e00fino
https://iemo.jp/65187
http://www.recipe-blog.jp/profile/252/blog/14491953
https://iemo.jp/photos/1101445
http://www.recipe-blog.jp/
http://www.recipe-blog.jp/profile/90618/blog/14342273
http://www.recipe-blog.jp/profile/90618/blog/14342273
https://iemo.jp/
https://iemo.jp/photos
https://iemo.jp/postings
https://iemo.jp/professionals
https://iemo.jp/accounts/sign_up
https://iemo.jp/accounts/sign_up
https://iemo.jp/accounts/sign_in
https://iemo.jp/pro


2016/12/1 【里芋の栽培方法】手間が掛からずプランターで育てられる | iemo[イエモ]

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3PL3ZbuyVn4J:https://iemo.jp/69922+&cd=10&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 17/18

iemoトップ > 手作り > 園芸 > プランター > 【里芋の栽培方法】手間が掛からずプランターで育てられる

POPULAR ARTICLES

運営会社 ニュースリリース 採用情報 募集中! お問合せ 専門家の方へ 広告掲載について

カテゴリ一覧

いいなと思ったらシェア♪

ツイート ブックマーク 0

このまとめに付けられたタグ

# 野菜 # プランター # 里芋 # 栽培

関連まとめ

不適切なコンテンツを報告する

簡単・おしゃれ！初心者にお
すすめのガーデニングアイ…

新・断捨離法！簡単に家がス
ッキリ片付く「節約断捨離…

私の肌を試す本気の5日間。
冬までにハリとうるおいを…

いいね！ 0

簡単・おしゃれ！初心者におすすめのガーデニングアイテムBEST5
98206view iemo編集部

ハイドロボールで土いらずの室内栽培を。ハイドロカルチャーの魅力とは
47994view きなりのすもも

【夏に植える野菜】初心者向け。プランターで簡単家庭菜園
80225view miutama

育てやすい夏野菜の栽培方法。上手に育てるノウハウも伝授
20751view Kanako

キッチンでちょこっと。スポンジの「水耕栽培」にチャレンジしよう
56636view きなりのすもも

家庭菜園は手軽なプランターで。初心者にも簡単にできる野菜の作り方
108320view punimal

インテリア 住まい 暮らし

手作り 雑貨 収納・整理

家具・家電 フード・グルメ ショップ

≫ ≫ ≫ ≫ ≫ ≫

北欧インテリア 一人暮らしインテリア コストコ≫ ≫ ≫

写真 いえれぽ プロを探す まとめを作る 会員登録 ログイン 専門家の方へ気になるワードを検索 検索

https://iemo.jp/
https://iemo.jp/handmade
https://iemo.jp/gardening
https://iemo.jp/gardening/254
https://iemo.jp/corporate
https://iemo.jp/announcements
https://iemo.jp/recruits
https://iemo.jp/faq
https://iemo.jp/pro
https://iemo.jp/advertisement
https://iemo.jp/83999
https://iemo.jp/83172
http://h.accesstrade.net/sp/cc?rk=0100480e00fino
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3A3PL3ZbuyVn4J%3Ahttps%3A%2F%2Fiemo.jp%2F69922%2B%26cd%3D10%26hl%3Dja%26ct%3Dclnk%26gl%3Djp&ref_src=twsrc%5Etfw&text=%E3%80%90%E9%87%8C%E8%8A%8B%E3%81%AE%E6%A0%BD%E5%9F%B9%E6%96%B9%E6%B3%95%E3%80%91%E6%89%8B%E9%96%93%E3%81%8C%E6%8E%9B%E3%81%8B%E3%82%89%E3%81%9A%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A7%E8%82%B2%E3%81%A6%E3%82%89%E3%82%8C%E3%82%8B%20%7C%20iemo%5B%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%A2%5D&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fiemo.jp%2F69922
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/iemo.jp/69922
http://b.hatena.ne.jp/entry/s/iemo.jp/69922
https://iemo.jp/tag/60
https://iemo.jp/tag/254
https://iemo.jp/tag/614
https://iemo.jp/tag/5173
https://iemo.jp/demands/new_warning_content?aid=69922
https://iemo.jp/83999
https://iemo.jp/83999
https://iemo.jp/80262
https://iemo.jp/80262
https://iemo.jp/73749
https://iemo.jp/73749
https://iemo.jp/70453
https://iemo.jp/70453
https://iemo.jp/69650
https://iemo.jp/69650
https://iemo.jp/58303
https://iemo.jp/58303
https://iemo.jp/interior
https://iemo.jp/house
https://iemo.jp/lifestyle
https://iemo.jp/handmade
https://iemo.jp/sundries
https://iemo.jp/tidy
https://iemo.jp/furnitureappliances
https://iemo.jp/food
https://iemo.jp/tag/18
https://iemo.jp/32607
https://iemo.jp/32580
https://iemo.jp/23410
https://iemo.jp/
https://iemo.jp/photos
https://iemo.jp/postings
https://iemo.jp/professionals
https://iemo.jp/accounts/sign_up
https://iemo.jp/accounts/sign_up
https://iemo.jp/accounts/sign_in
https://iemo.jp/pro


2016/12/1 【里芋の栽培方法】手間が掛からずプランターで育てられる | iemo[イエモ]

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:3PL3ZbuyVn4J:https://iemo.jp/69922+&cd=10&hl=ja&ct=clnk&gl=jp 18/18

CATEGOR Y
インテリア
住まい
暮らし
手作り
雑貨
収納・整理
家具・家電
フード・グルメ
ショップ

CONTENT S
新着まとめ
まとめ特集
タグ一覧
コーディネート写真
プロダクト写真

About iemo
iemo[イエモ]とは
お知らせ
利用規約
プライバシーポリシー
キュレーター一覧

知恵とアイデアをシェアすれば、日本の、
家も暮らしも、変わっていく。
インテリア＆リフォーム情報サイト

©iemo, ALL RIGHTS RESERVED

北欧インテリア 一人暮らしインテリア コストコ
折り紙 マスキングテープ カラーボックス
ニトリカーテン IKEA 無印良品
セリア カルディ ニトリ
スリーコインズ 部屋レイアウト 洗濯機掃除
無印収納 押入れ収納 ダイソー
水耕栽培 メイソンジャー しまむら
収納 成城石井 DIY棚
リビングインテリア キッチンワゴン アルバム手作り
IKEAカーテン ワンルームインテリア デコパージュ

≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫
≫ ≫ ≫

≫
≫
≫
≫
≫
≫
≫
≫
≫

≫
≫
≫
≫
≫

≫
≫
≫
≫
≫

写真 いえれぽ プロを探す まとめを作る 会員登録 ログイン 専門家の方へ気になるワードを検索 検索

https://iemo.jp/interior
https://iemo.jp/house
https://iemo.jp/lifestyle
https://iemo.jp/handmade
https://iemo.jp/sundries
https://iemo.jp/tidy
https://iemo.jp/furnitureappliances
https://iemo.jp/food
https://iemo.jp/tag/18
https://iemo.jp/articles/all
https://iemo.jp/features
https://iemo.jp/tags
https://iemo.jp/photos
https://iemo.jp/products
https://iemo.jp/about_us
https://iemo.jp/service_announcements
https://iemo.jp/agreement
https://iemo.jp/privacy_policy
https://iemo.jp/curators
https://iemo.jp/
https://iemo.jp/32607
https://iemo.jp/32580
https://iemo.jp/23410
https://iemo.jp/9307
https://iemo.jp/2779
https://iemo.jp/2609
https://iemo.jp/17544
https://iemo.jp/26893
https://iemo.jp/31425
https://iemo.jp/24794
https://iemo.jp/12398
https://iemo.jp/31413
https://iemo.jp/4463
https://iemo.jp/3847
https://iemo.jp/10190
https://iemo.jp/16157
https://iemo.jp/3402
https://iemo.jp/31399
https://iemo.jp/25186
https://iemo.jp/32933
https://iemo.jp/53406
https://iemo.jp/33427
https://iemo.jp/21279
https://iemo.jp/5048
https://iemo.jp/3378
https://iemo.jp/12934
https://iemo.jp/3741
https://iemo.jp/16134
https://iemo.jp/3424
https://iemo.jp/34365
https://iemo.jp/
https://iemo.jp/photos
https://iemo.jp/postings
https://iemo.jp/professionals
https://iemo.jp/accounts/sign_up
https://iemo.jp/accounts/sign_up
https://iemo.jp/accounts/sign_in
https://iemo.jp/pro

