
PLANT POT 211

鉢 / Pot
陶器

亜鉛合金 ( 粉体塗装 )
耐荷重 135mm: 4kg / 160mm: 7kg

スタンド / Stand

Zinc alloy (powder coating)

Withstand load 135mm: 4kg / 160mm: 7kg

クッションキャップ / Cushion cap
シリコーンゴム
Silicone

キャップ / Cap
シリコーンゴム
Silicone

Ceramic

○本品は植物用の鉢です ○本来の使用目的以外での用途は避けてください ○ケガ・事故の原因となりますの
で、組み立てた状態でしっかりと安定するように置いてください ○スタンドのネジが緩んでいる場合は、六
角レンチで締め直してください ○表示耐荷重を超えるものを入れないでください ○偏った荷重をかけないで
ください ○劣化の原因となるため、屋外では使用しないでください ○水を使用するため、家電、パソコン、
貴重品などの周辺に置かないでください ○お子様やペットの手が届くところに置かないでください ○鉢とス
タンドの中心位置がズレると、不安定になり転倒する恐れや、水やりの際に水がスタンドに伝ってしまうこ
とがありますのでご注意ください ○鉢とスタンドが擦れると鉢に傷がつくことがありますのでご注意くださ
い ○破損や傷の原因となるため移動する際はひきずらないでください ○ストーブなどの暖房器具や火気のそ
ばで使用しないでください ○破損、変形異常がある場合は使用を中止してください ○製品を分解したり改造
しないでください ○1ヶ月に 1 回程度、製品に異常が無いかご確認ください ○製造上の特性により、サイ
ズや形状が各々多少異なります ○釉薬の色ムラや艶など、各々風合いにばらつきがございます 

This product is a plant pot. Do not use this product for other than it's intended use.  
Place the product on a stable surface. Make sure that all parts are attached correctly 
before using the product. Do not contain objects in the product which are heavier 
than the withstand load. Do not put unbalanced weight on the product. Do not place 
the product outdoor, as it may cause deterioration. Do not place the product near 
home electric appliances, personal computers, or valuables, as it might get wet when 
watering plants. Keep the product out of reach of children and pets. Please note that 
if the center of the pot and the stand are not aligned, the pot may become unstable 
and fall over, or water may run onto the stand when watering. Please be careful that 
the pot might get scratches if the pot and the stand rub against each other. Do not 
drag it when moving it as this may cause damage or scratches. Do not place the 
stand near a stove or other heating appliance or fire. Stop using the product when 
some breakage or deformation has occurred. Do not disassemble or modify the 
product. Make sure that there are no defects on the product about once a month. 
Size and shape may vary slightly from each other due to the manufacturing process. 
Each piece has its own texture, such as uneven glaze color and luster, as 
characteristics. 

Designed by KINTO Japan
Made in China
www.kinto.co.jp
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キャップをスタンドのリングに押し込むように取り付けます。

How to assemble組み立て方

スタンドのクッションキャップ側を下にして安定した場所に置き、
鉢をスタンドの中央に置きます。

クッションキャップ

Place the stand as cushion cap side down on a stable surface 
and place the pot in the center of the stand.

Attach the cap into the stand ring.

Cushion cap



水が切れるのを待ち、水が垂れないのを確認してから、キャップを取り付けます。
※キャップは少量の水滴を受けるためのもです。水が溢れないようご注意ください。

3.

水やり後もしばらく水が流れ落ちます

水やりの仕方 How to water

キャップを取り外します。
※キャップに水が溜まっていることが
ありますので、キャップを水平にした
状態でゆっくりと行ってください。

1.
鉢の下に水受けを設置し、植物に水をやります。
※鉢の底穴から水が出る際に、水が広がって出ることや、
跳ねることがありますので、水受けは広口で高さのある
のものをご使用ください。 ※水受けは付属しません。

2.

広口で高さのある容器

Remove the cap.
*Since the cap may be filled with water, 
do so slowly with the cap in a horizontal 
position.

Place a water tray under the pot and give water.
*When water comes out from the bottom of the pot, it may 
spread out or splash, so please use a wide and tall tray. 
*Please prepare your own water tray.

Wait for the water to drain. Make sure it does not drip, and then put the cap.
*The cap is to catch a small amount of water drops. Please be careful not to let the water 
overflow.

Wide and tall tray Wait for the water to drain for a while.


