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Imported design planters

Designed by Play Mobil    プレイモビル社

Lechuza レチューザ

Diamante ディアマンテ
ダイアモンドのような多面的なカットとつややかな光沢感が、
見る角度によって美しい輝きを変化させるプランター。
水やりを楽にする灌水装置を標準装備。

品　番 外寸（mm）
巾（W）×奥行（D）×全高（H）

重量（kg）

TC-3240	 W400×D400×H750	 9.2	 22	 ○	 ○

Diamante ディアマンテ
灌水装置
付き　　　なし

容量（L）

土壌

クレイ層

character

毛細管の原理で、
適度な水が用土に浸透します。

土と水の間に設けたクレイ（天然軽石）層が、毛細管の原理で、リザー
バー内の水を用土内へと浸透させます。毛管力の強い不織布と比べ、
適度な毛管力と通気性のあるクレイ層は、水の上がり過ぎを防ぎ、空
気の流れを良くします。

最適な水分と酸素を、
土中にたっぷり送ります。

土の過湿で根が呼吸できなくなると、根腐れが起こります。通気性に
富むクレイ層内では、好気性バクテリアが根の老廃物や微生物を栄養
分に変え、土中環境を改善します。嫌気性バクテリアの活動を阻止す
るため、根腐れも起こりません。

植樹もメンテも簡単な、
セミカルチャー方式。

ハイドロと土植えをミックスした方式のセミカル
チャー。ハイドロボールやクレイなどの多孔質物
質に、水分を持たせて給水します。根の周囲は
通常の土植えです。植物に制限もなく、特別な
技術も不要。植えるのもメンテも簡単です。

ブラック・チャコール・スカーレット・ホワイト

Cararo キャラロ
人気の「レチューザ」に角型モデル「キャラロ」。
シンプルなデザインで、室内でも屋外にもマッチします。
水やりを楽にする潅水装置と移動用ローラーを標準装備。

【灌水装置】
本体、ライナー

サブイリゲーションセット
説明書

【灌水装置】
本体、ライナー

サブイリゲーションセット（ローラー付）
説明書
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【クリア仕上げ】

ホワイト・ブラック・スカーレット

【マット仕上げ】
シルバー・チャコール・エスプレッソ

 NEW
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品　番 外寸（mm）
巾（W）×奥行（D）×全高（H）

重量（kg）

CAR-7530	 W750×D300×H430	 9.4	 52	 ○	 ×

Cararo キャラロ
灌水装置
付き　　　なし

容量（L）

PPインポート
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ドイツのものづくり精神が宿ったプランター。
1976年創業のプラスチックに精通するドイツ玩具メーカー「プレイモビル社」のプランターシリーズ。
金属玩具から新素材のプラスチックに着目した最初の業績は、1958年当時大ヒットを記録した「フラフープ」です。
その製法の開発に没頭した結果、プランター商品化に成功し、「レチューザ」シリーズが誕生しました。

品　番 外寸（mm）
直径（φ）×全高（H）

重量（kg）

CLA-1035	 φ350×H330	 3.4	 17	 ○	 ○

CLA-1043	 φ430×H400	 5.0	 33	 ○	 ○

CLA-1050	 φ500×H470	 7.0	 50	 ○	 ○

CLA-1060	 φ600×H560	 10.2	 90	 ○	 ○

CLA-1070	 φ700×H650	 14.6	 145	 ○	 ○

容量（L）

Classico クラシコ

【灌水装置】
本体

サブイリゲーションセット
説明書

Classico クラシコ
表面のなめらかな質感が美しいプランター。
サイズバリエーションが豊富で様々な空間に対応します。
水やりを楽にする潅水装置を標準装備。

灌水装置
付き　　　なし

品　番 外寸（mm）
巾（W）×奥行（D）×全高（H）

重量（kg） 容量（L）

Cubico キュービコ

【灌水装置】
本体、ライナー

サブイリゲーションセット
説明書

Cubico キュービコ
存在感を主張するスタイリッシュなフォルム。
ホテルのロビーからプライベートロフトまで
あらゆるロケーションに調和します。

＊輸入品につき、納期をご確認ください。なお予告なしに仕様変更や生産中止となる場合があります。
＊商品の色は、工法や印刷により写真とは多少異なる場合があります。
Photos c Lechuza All Rights Reserved.

character

移動キャスターで気軽に空間演出。

はめ込み式のため、外部からは見えません。また、植え込み後でも、
取り付けや取り外しができます。クラシコ1043 以上に使用できます。

品　番 対応サイズ（mm） 重量（kg） 適 合 商 品 

L-CAS-430 φ430用 0.5 CLA-1043 

L-CAS-500 φ500用 0.7 CLA-1050 

L-CAS-600 φ600用 0.8 CLA-1060 

L-CAS-700 φ700用 1.0 CLA-1070 

耐荷量180kg
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ホワイト・ブラック・スカーレット

【マット仕上げ】
シルバー・チャコール・エスプレッソ

【クリア仕上げ】

ホワイト・ブラック・スカーレット

【マット仕上げ】
シルバー・チャコール・エスプレッソ

インポート インポート

CBCO-3030	 W300×D300×H560	 5.2	 16	 ○	 ○

CBCO-3040	 W400×D400×H750	 9.3	 37	 ○	 ○

CBCO-3050	 W500×D500×H950	 18.8	 61	 ○	 ○

灌水装置
付き　　　なし
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品　番 外寸（mm）
巾（W）×奥行（D）×全高（H）

重量（kg）

COT-3056	 W300×D300×H560	 16	 −	 ○	 ×

COT-4075	 W400×D400×H750	 37	 −	 ○	 ×

Cottage コテージ

Cottage コテージ
型押しでラタン編みを表現した仕上げが特徴のプランター。
編み目模様がやわらかく落ち着いた表情を演出します。
水やりを楽にする潅水装置を標準装備。

【灌水装置】
本体、ライナー
サブイリゲーションセット
説明書

灌水装置
付き　　　なし

容量（L）

【灌水装置】

ライナー
サブイリゲーションセット、クレイ
説明書

チャコール・ホワイト・モカチャコール・ホワイト・モカ

Balconera バルコネラ

マンション・バルコニーなどの手すりに、また、窓際に置いたりと、
色々な使い方のできるプランターです。レチューザの最大の特徴である、
底面潅水システムを備えており、面倒な水遣りの手間を軽減してくれます。

品　番 外寸（mm）

巾（W）×奥行（D）×全高（H）
重量（kg）

ＢＡＬ-5019 W500×D190×H190 2.4 8 ○	 ×

ＢＡＬ-8019 W800×D190×H190 4.3 12 ○	 ×

Balconera バルコネラ

灌水装置
付き　　　なし

容量（L）

Photos c Lechuza All Rights Reserved.

品　番 外寸（mm）

巾（W）×奥行（D）×全高（H）
重量（kg）

ＢＡＬ-0001  －   0.8 

Balconera 専用ブラケット

ポールなどにストラップで巻きつけて固定します。円周 38cmまで対応。
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