
トーシンプランター

50年の歩み

公共スペースの緑化事業はワクワクするものづくりから

GRCプランター TK-1000
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街に緑を。人に癒しを。
街を緑でいっぱいにしたい。

人が集う場所に緑の癒しを届けたい。

そんな想いでトーシンコーポレーションが

プランターの本格的な量産を開始したのは 1968 年。

小さな緑のオアシスを、ひとつ、またひとつと運びながら、

その発想をさらに深め、屋上や壁面の緑化システムへと翼を広げました。

小さなスペースに、さり気なく。広い空間を、ダイナミックに。

トーシンコーポレーションのプランターは、

幅広い緑化ソリューションで街に緑を運び続け、

おかげさまで 50 周年を迎えることができました。
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トーシンプランター50年の挑戦を礎に新たなるチャレンジを

沿革

トーシンプランター プチ情報
今まで販売させていただいたトーシンプランター（すべてのプランターを TK-1000 として算出）

パーライトコンクリート製「東神プランター」の量産開始

株式会社東神に改称

千葉営業所を開設

カロート量産開始

大阪営業所を開設

福島工場を竣工・屋上緑化システム「TLC」を開発

水やり省力装置「プラスウォーター」開発

株式会社トーシンコーポレーションに改称・横浜営業所を開設

創立 50周年 /仙台出張所を開設

カスタムエクステリアシリーズ「CES」発表

プランター同士を連結することができる「FRP 連結」開発

エクステリア商品「un」ブランド樹立

創立 60周年 /マンション関連事業に特化したレジデンス事業部を開設

エクステリア商品「UNITE」ブランド樹立

GRC( ガラス繊維強化セメント )製品の製造開始

GRC高速製造設備を完成させ、プランターをGRC製に切り替え

1973年
累計販売

台数10万台突破！

1980年
累計販売

台数30万台突破！

1986年
累計販売

台数50万台突破！

1995年
累計販売

台数100万台突破！

2011年
累計販売

台数150万台突破！

1968年

1985年

2004年

1971年

1987年

2009年

1974年

1992年

2010年

1975年

1993年

2012年

1983年

2002年

1995年

2017年

面積：約 77ha（ラグビー場約110個） 距離：約1,700km（約東京～上海間） 高さ：約 765,000m（東京タワー約2,300本）
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東京都庁第 2庁舎玄関前（写真上）
東京都庁第 1庁舎玄関前（写真下）

東京都庁

あっ！ こんな所にもトーシンプランター

設置プランター 

・K 型（品番 :TK)

設置内容 

・商社の重厚なイメージに合わせたデザイン。
・庁舎玄関前に車止めとして設置。
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施工例

二子玉川ライズドッグウッドプラザ

設置プランター 

①キュービック（品番：CUB）
② FRPスタンダードK型旧仕様（品番：NHC)

設置内容 

①プランターに座部を取り付け、ベンチとして
使用。植栽を置くことで、憩いのスペースに。

②生垣のように並べて使用。

●①

●②
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あっ！
東京タワー

設置プランター 

①ダンディストライプ（品番：DS)
②アンティークブリック（品番：NAB)
③小端積（品番：CK)

設置時期 

・1998 年頃～

設置内容 

・タワー下の植栽や目隠し、車止めとして設置。

こんな所にもトーシンプランター

2019 年11月現在
Licensed by TOKYO TOWER

●

●

●

①

②

③
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施工例

横浜アリーナ

設置プランター 

・アンティークブリック（品番：NAB)

設置時期 

・1990 年頃～

設置内容 

・アリーナ前広場に景観用及び車止めとして設置。
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えっ！
レッズランド

特注内容 

・GRCプランターTK-1200を特注色に変更。

こだわりポイント 

・浦和レッズの施設の為、忠実にレッズ色を再現。
・実際の色を参考にサンプルを数種類作成し製作。

レッズランド
〒338-0825　埼玉県さいたま市桜区下大久保1771
TEL. 048-840-1541
（受付時間10:00～18:00　月曜休）　
FAX. 048-840-1560

これもトーシンプランター
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特注事例

豊田市駅前

●

●

①

①

●

●

②

②

特注内容 

①・GRCプランター TK-1000を脚上げ加工、特注色に変更。
・FRP 製プランター HC-7575を脚上げ加工、受注色に変更。
・特注底面給水システムに変更。
②・GRC 製プランター GMBS-1200 PWセットを、
脚無し/パレット付 (取付金具含む ) 仕様に変更。

こだわりポイント 

①・プランターサイズに合わせて、ウッドカバーをご用意して頂いた。
・HC-7575は特注底面給水システムを採用。
・インターロッキングやウッドベンチに合わせ、街並みと調和する
仕様にて設置。

②・広場に設置いただいた為、パレットを取付けることで、広場内に
てイベントが行われる際に移動可能なプランターとなった。
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マンション屋上

特注内容 
・TLC パネルにベンチを設置。

こだわりポイント 
・屋上休憩スポットにベンチを設置したユ
ニバーサルデザイン。
・ベンチ下に LEDを設置することで、照明
による高級感を演出。

設置場所
・埼玉県内マンション屋上部分。

えっ！ これもトーシンプランター
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特注内容 
・FRPにて特注サイズのプランターを製作。
・色：特注色　表面：滑面仕上げ。

こだわりポイント 
・プランターのサイズをランダムにすること
で、植栽に高低差や変化を演出。
・プランター表面を平らにし、塗料を特注
にする事で高級感を生み出した。

設置場所
・東京都内貸オフィスビルバルコニー部分。

オフィスビルバルコニー

特注事例
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キャスター GRC・FRP 共通

イベント会場やスタジアムなど、シーズンによってプランター移動が必要な
場合でも、キャスターを取り付ける事で便利な可動式プランターに。チェー
ンによる固定も可能です。

ベンチ GRC・FRP 共通

屋上広場の花壇、歩道の曲線に合わせた形状のベンチも製造可。ハンドレ
イアップ成型による角の丸み・なめらかな質感が大変好評な商品です。また、
木目デッキを設置すればプランターから
即席ベンチへ早変わり。

サイズ対応 GRC・FRP 共通

角型であればW2000×D2000mm、丸型であればφ2000mmが対応
可能サイズの目安です。高さの可能寸法は幅・奥行寸法によって変わりま
すので都度お問い合わせください。

プレート取付 GRC・FRP 共通

長寿命の彫り込みプレートでメモリアルとしての設置も可能。プレートは自
由なデザインがお選びいただけます。 

FRP 特注連結プランター FRPのみ

植物のルーピング現象を防ぐために、プランター連結部に開口部を設けた
オリジナルプランター。もちろん、現場の状況に合わせて特注サイズの製
造も可能です。

雨水貯めプランター FRPのみ

自然に降る雨を貯めて保水する機能を搭載した FRP 製特注プランターで
す。水やりの回数を抑えることが出来、エコロジーに配慮しております。

カラー・仕上げ GRC・FRP 共通

日本塗料工業のカラー・多彩なテクスチャーからお好みの色や仕上げをお
選びいただけます。お客様がご自身でイメージしたオンリーワンプランター
をぜひご堪能ください。

！ トーシンだから出来る特注プランター

「特注製品」が思い通りの緑化計画を実現します
トーシンコーポレーションでは、
お客様のご要望に沿った製品を、
自社工場で製作します。
製図からスタートし、素材の選定、意匠、
表面仕上げ、貼りもの、塗装など、
さまざまなデザインを提案できます。
詳しくは、お問い合わせください。

※型枠費用をご負担いただく可能性
がございます。
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トーシンコーポレーションに寄せられる、さまざまなお客様の疑問にお答えします。

Q&A

Qどこでどのように買ったら
よいですか？

お近くの園芸店・フラワーショップ等の販売店にて
ご購入可能です。また、お近くの弊社営業所にお問
い合わせいただければ、ご紹介させていただきます。

Qプランターに土壌は
どのように入れたらよいですか？

底面にある排水穴の上に鉢底ネットを敷いていただき、その上
にパーライトや軽石等排水部分を設け、土壌をお入れください。
また、透水シートのご使用はご遠慮ください。

QＧＲＣプランターは
どれくらいもちますか？

設置環境 (気温、直射日光、植栽種類、沿岸部
など）により異なりますが、実績として20年以上
ご使用いただいているケースも多くございます。
表面塗装の劣化が 5年から始まりますので、再
塗装していただく事でより長持ちします。

QＧＲＣプランターに
穴はあいていますか？

底面に直径 30mm～ 50mmの排水穴が
あいています（本体寸法により位置・穴数は
異なります） 。

Qキャスターを
取り付けられますか？

特注製作になりますが、ＧＲＣ製・ＦＲＰ製ともに基本的には
取り付け可能です（一部小型のプランター、大型プランターに
は取付できません）。取付可能商品に関しては、弊社営業所に
お問い合わせください。

Q連結プランターの寸法を
変更する事は可能ですか？

特注製作になりますが、ワイド（長さ）方向は300mm～
1000mmの間でしたら規格品と同価格で製作可能です。
他部分のサイズ変更は弊社営業所にお問い合わせください。

Qプランター以外（植物や土壌等）も
販売していますか？ 

土壌の販売は致しておりますが、植物は現在販売しておりません。

Qプランターを
廃棄する場合の方法は？

産業廃棄物扱いとなりますので、お近くの産廃
業者様、又は各自治体にご相談ください。

Qアスベストは
入っていますか？ 

GRC・FRP プランター共にガラス繊維を使用
しておりますが、アスベストとは異なります。
創業からアスベストを含んだプランターは製作
しておりませんのでご安心ください。

Qどのくらいの木を
植えられますか？

植物の形状、根鉢の大きさ等によりプラ
ンターの種類も異なりますが、例えば「TK-
1000」の場合、基本的には根鉢が入り、
高さ1mぐらいまでの植物が標準的です。
詳しくは弊社にご相談ください。

Q特注寸法のプランター製作は
可能ですか？

サイズの変更は可能です。詳しくは本冊子及び弊社営業所
にお問い合わせ下さい。

QＦＲＰプランターは
どれくらいもちますか？

設置環境 (気温、直射日光、植栽種類、沿岸部
など）により異なりますが、表面塗装の劣化（5
年～）が生じ、FRP 基材に直接紫外線が当たる
ことで本体も劣化していきます。
表面塗装を再塗装など管理していただくことによ
り、紫外線を防ぐことで20年以上使用可能です。

Q水が下から漏れないか心配です。
どのように対処したらよいですか？

既存のプランターには植物の根腐れ防止の為、排水穴を設けており、過剰な
水分は下部から排出されます。排水穴を塞いでも完全防水では御座いません。
特注対応として防水加工を施すことは可能です。もしくは水受け皿をご用意く
ださい（弊社既製品では取り扱っておりません） 。

Q商品の色は
変更できますか？

特注対応にて変更可能です。日本塗料工
業会色見本帳よりご選択いただいた色番
号をお伝えください。
ご指定の色に合わせて調色いたします
が、色調によってはご希望に沿えない場
合もありますのでご了承願います。

Qプラスウォーターはどれくらいの間
水をやらなくてもよいのですか？

設置環境・条件（植栽する植物、植栽の量・プランター種類、気温など）
により大きく異なります。
雨が降らない状況で、夏場は1～3日、春と秋が 5～10日、冬が
10 ～15日が一般的な目安となります。
特に炎天下のアスファルトは50℃以上になり、そのような条件下では
1日保てない場合もありますが、
プラスウォーターを設置した物と無しの物で比較した場合、設置した
物の方が植物の成長を促すことができます。
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おっ！

株式会社 風花
本社：東京都渋谷区神宮前3-7-5
　　　青山MSビル 1F&B1F
TEL：03-5410-3707
URL：https://fuga-tokyo.com/

国内をはじめ海外の植物まで幅広く取り扱うフラワー・プランツショップ。個性的なフラ
ワーベースなどの器やオブジェなど多数手がけている。個人の贈り物、展示会向けの装
花、オフィスのグリーンコーディネートなど、用途、状況に合わせたコーディネートを提
案している。

フォーマルなホテルやカフェには、グリーンにカラフル
な色彩の花を加えるとカジュアルな印象になってしまい
ますので、チャメロップスボルケーノ1種類にしてグリー
ン単色にすることによってクールで高級感のあるイメー
ジを演出させることができます。
葉が落ちにくく、剪定が楽でメンテナンスも負担になり
ません。

設置イメージ

チャメロップス ボルケーノ
湧き出るように子株が密集
して成長するので、間仕切
りとして最適です。

フォーマルなイメージを演出
 ～ 1種にこだわった植栽 ～

多彩に飾れるトーシンプランター
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植栽見本例

本社：兵庫県西宮市甲子園浦風町16-24
TEL：0798-47-3538（代）
FAX：0798-41-4116
URL：http://www.hanshinengei.co.jp/

“「緑」と「スポーツ」を通じて豊かな未来を創造します”
阪急阪神東宝グループの総合緑化事業会社として、緑地に関する調査・企画・施工から維持管理及び公
園施設等の運営管理まで一貫したサービスを手がけています。永年培った豊富な経験と高いデザイン力・
技術力を活かしお客様のニーズに誠実にお応えし、都市緑化事業の推進を通じて地球環境問題に取り
組みます。また、阪神甲子園球場で培ったノウハウで活力あふれるアクティビティをサポートします。

よく目に留まるけれど直接近くを通ることのない場所
向け。例えば、老健施設のベランダや、飲食店のガラス
越しに観賞する中庭など。落葉もほぼありませんので、
メンテナンス手間が省けます。

設置イメージ

ゆっくり生長
 ～ローメンテナンスな寄せ植え ～

エキノカクタス 金鯱

アガベ

アガベ アテナータ

カレックス

コルディリネ レッドスター
アガベ ゲミニフローラ

ハシラサボテン 鬼面角

サンスベリア スタッキー

アガベ アメリカーナ斑入り
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京阪園芸株式会社
本社：大阪府枚方市伊加賀寿町1-5
TEL：072-844-1134（代）
FAX：072-846-4841
URL：https://keihan-engei.com/

造園からバラ生産卸、レンタルグリーン、季節装飾、フローリスト＆ガーデニングショップの
運営まで手掛ける関西最大級の総合造園・園芸会社であり、花と緑にあふれたお庭づくりの
専門家集団である。また、「なにわの名工」「樹木医」「薔薇（ローズ）ソムリエ」などユニー
クな専門家を輩出し、現在ではコンサルタントや公園の指定管理までを手掛けている。

四季を通して、
お花を楽しめる花壇
 ～バラの寄せ植え ～

四季咲きのバラを中心に、色とりどりのゼラニウムをあ
しらい、リーフを配置した寄せ植えは、玄関やバルコニー
を明るく演出してくれます。ずっしりとした鉢が高貴な
バラをさらに引き立ててくれます。

設置イメージ

バラ（アイスバーグ）

ゼラニウム（ピンク）

アイビー

バラ（アンジェラ /ピンク）

ドラセナ

バラ（バーガンディアイスバーグ / 濃ピンク）

おっ！ 多彩に飾れるトーシンプランター
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ストリートに映える
力強くしなやかな植栽
 ～多種多様な植栽 ～

日本には四季がある。その良さを感じさせたい。
また、東京らしいスタイルも感じさせたい。
各時期に、花が咲いたり、紅葉したり、落葉したり、と
細かい植栽設計もしてます。
流行のシルバー系の植物を入れながらも、日本の四季を
感じられる鉢植えにしました。

設置イメージ

アカシア・ブルーブッシュ

ヘアピンパンクシア

班入アツバキミガヨラン

柏葉あじさい・ハーモニー

タマモクマオウ

ノリウツギ・ライムライト

ホソバクミ

マホニアコンフェーサ清流

Yard Works Inc.
本社：山梨県笛吹市春日居町鎮目39-3
TEL：0553-34-8720
URL：www.yardworks-web.com
E-mail：info@yardworks-web.com
2020年、目黒、日本橋に新たな拠点が生まれます。

KEI AMANO
YardWorks 代表 2007年に景観・公園めぐりの為、ヨーロッパ放浪。帰国後独立。2012 年山梨県笛吹市に現
代的の庭『No Garden, No Life』を作庭。独自のデザインによる植物をメインとしたエクステリア・ガーデンの提案、
外部空間に限らず、店舗の空間、ブース空間、プロダクトデザインも提案している。最近では、地元山梨だけでな
く、全国各地、海外に手掛けた庭が増えている。2017年の夏に、新事務所兼コンセプトショップ THE SOIL by 
YardWorks を自宅の庭にオープン。植物に興味のない人にも “緑のある暮らし”の良さを国境を越えて伝えいけ
たら、という思いで、アパレルブランドのコラボや国内外で個展やイベントを通じて植物を使った ART WORKを
展開している。植物という緑を使い、常に新しいことにチャレンジし続けている。山梨県在住。

植栽見本例
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代表取締役

杉本達也

～トーシンプランター誕生～

50周年を迎えて

トップメッセージTOP MESSEGE
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1952 年に設立したトーシンコーポレーションは、「も

のづくり」の会社として、戦後のわが国の発展とともに

歩んできました。

創業時は住設建材の製造・販売を中心に手がけ、流

しや浴槽などの、新たな生活空間を生み出す商品開発

をしてまいりましたが、やがて公共スペースの緑化事業

に着目し、プランターの製造に着手しました。きっかけ

は、海外視察を通じヨーロッパの街並みの美しさに感

銘を受けた初代社長が「自然をもっと近くに」「まちに

緑を」という想いを強くしたことからでした。

折しも、わが国は高度経済成長と大都市の過密化に

伴う、まちの緑の減少が課題となっていました。トー

シンコーポレーションは緑の乏しい都市の緑化を検討

し、製品開発に努めます。こうして、1968 年から、パー

ライトコンクリート製「東神プランター」の製造・販売

が始まりました。

そして、日本で初めてフラワープランターを開発し、

様々な場所に緑を届け、おかげさまでトーシンプラン

ターは 50 周年を迎えることができました。

1968 年からトーシンプランターにはパーライトコンク

リート製のプランターが用いられてきましたが、厚みが

あって重いという課題がありました。そこで 1975 年、

今日につながるGRC素材を使った製品の開発が始ま

りました。ガラス繊維を練り込むことにより強度を高め

たGRCは、トーシンコーポレーションの職人が心血を

注いで性能を追求した素材です。この開発によって、

より軽く、より丈夫なGRC製品を作り出すために必要

なガラス繊維のサイズが特定されました。これは今で

も業界内共通の指標となっています。このガラス繊維

で強度を出す技術によって、薄く丈夫なGRCプランター

が完成しました。

今はあたり前になっていますが、当時は私たちが用

いている「プレミックス製法」※に最適な長さのガラス

繊維長のものがありませんでした。短くて強度が保て

ない、長すぎて型に流し込めずガラス繊維がはみ出し

てしまうなど、適切なものがなかったのです。そこで弊

社は、ガラス繊維メーカーのご協力をいただきながら、

19mm長が適寸であるとし、オリジナル品として採用

を始めました。このガラス長は、現在「業界標準」となっ

ています。

こういった地道な技術開発力こそが、弊社の強みで

あり、今もしっかりと基盤になっています。

市場としては、パブリックスペースでのプランターの

需要が落ち着いたなか、企業としてプランターに付加

価値を加えた提案でニーズに応えていく必要性を感じ

ています。トーシンコーポレーションでは、現在、市

場調査をもとにした商品のコンセプト作りから、製図、

開発、製造までを一連の流れで行っています。パブリッ

クスペース、オフィスビル、住宅など、お客様の現場に

相応しいシーンづくりにお応えするため、既存商品のカ

スタマイズから、ご要望に合わせた特注品の製造まで

承っています。

トーシンの製品で街をもっと明るく、楽しくしていき

たい。機能面ばかりが強調されるなかで、もっと個性

的でこだわりのあるエクステリアも提案していきたいと

考え、カルチャーやアーティストなどとのコラボレーショ

ンも進めています。そして、ファニチャーやインテリア

の分野を取り入れた製品もご紹介させていただいてお

ります。いままで以上にワクワクするものづくりを突き

詰めていきたいと考えています。

※「プレミックス製法」：セメントモルタルと、所定の長さに切断した耐アルカ
リガラス繊維（チョップドストランド）をミキサー中で混ぜて型枠に流し込む
製造方法。
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