
M-1 ¥3,850

スラウェシ島、マルク諸島に自生する原種。渋い色彩の

原種で花茎を伸ばしながら次々と一輪ずつ花を咲かせます。

M-2 ¥3,300

ボルネオに自生する原種。香りの良いコチョウランで

次々と花を咲かせるので長い期間お楽しみいただけます。

M-3 ¥4,400

フィリピンに自生する原種。花弁に入る模様がとても綺麗な原種で

大株にすると花茎がたくさん上がるので非常に見応えがあります。

M-4 ¥2,750

フィリピンに自生する原種。非常に人気のあるコチョウランの

原種で香りが良く、葉の模様も綺麗です。

M-5 ¥3,300

アマンダン・ニコバル諸島に自生する原種。

アルバ個体のシブリングですので純白の花を咲かせます。

M-6 ¥5,500

綺麗な色彩の花を咲かせる'ミキ パープル'のシブリング株です。

栽培も簡単で花茎を伸ばしながら次々と花を咲かせてくれます。

M-7 ¥6,600

スマトラなどに自生する原種。ブルー系濃色のインディゴタイプ

のシブリング株。未選別ですので濃色個体が期待できます。

M-8 ¥4,400

マレーシア・フィリピンに自生。実生株なので赤～オレンジの

色彩の小さな花を密集させて咲かせる。良株です。

M-9 ¥5,500

ラオス、ミャンマーに自生する原種。花弁にスプラッシュが入る

非常に綺麗な花を咲かせ香りもお楽しみいただけます。

M-10 ¥2,200

タイ、ベトナムに自生。最近ではあまり見かけることが無くなった

クリソトキサムです。初心者でも安心して栽培が可能です。

開花サイズ

(7.5cm鉢)

Phal.amboinensis x sib

Phal.hieroglyphica x sib

開花サイズ

(10.5cm鉢)

Den.anosmum 'Splash'

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Mankaen Online Shop  

開花サイズ

(7.5cm鉢)

Phal.schilleriana

2作開花

(7.5cm鉢)

Phal.tetraspis fma.alba x sib

開花サイズ

(7.5cm鉢)

Phal.tetraspis 'Miki Purple' x sib　

開花サイズ

(7.5cm鉢)

Phal.violacea Indigo x sib

開花サイズ

(7.5cm鉢)

開花サイズ

(7.5cm鉢)

Phal.bellina fma.coerulea x sib

Den. x usitae ('Red Coral' x 'Tien')

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Den.chrysotoxum

税込み価格(10%) / サイズ
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M-11 ¥88,000

世界らん展2013にて最も優れた原種に与えられるWOC特別賞を

受賞した濃色個体です。その後も数々の賞を受賞しています。

M-12 ¥22,000

タイ・ミャンマーなどに自生。リンドレーの超有名個体で花が

大きく花茎も長く伸びる優良個体です。10バルブ以上の大株です。

M-13 ¥5,500

タイ・ベトナムなどに自生。３リップのパリシーで

非常に珍しい個体のオリジナル分株です。

M-14 ¥11,000

ニューギニアに自生。SM入賞個体のメリクロン株です。

非常に優しいの花色が特徴的で人気があります。

M-15 ¥4,950

ニューギニアなどに自生。白色の筒状の小さな花を

密集させてボール状に咲かせる人気品種です。

M-16 ¥4,950

タイ・ベトナムなどに自生。ブラシ状にピンク色の

花を多数咲かせます。最近では品薄状態が続いています。

M-17 ¥49,500

スラウェシなどに自生。 選別個体でペタルの長さが10cmと

長く優良個体です。株高135cmの為、発送不可です。

M-18 ¥4,950

ボルネオ・フィリピンに自生。星形の花を下垂させ１花茎に

１０輪程のを咲かせる人気品種。栽培も簡単で香りもあります。

M-19 ¥77,000

フィリピン、ボルネオに自生する原種。希少なアルバ個体で

純白で澄んだ清楚な花を咲かせる個体です。4バルブ。

M-20 ¥3,300

Den.(Bety Goto x canaliculatum) 小型のケーンタイプの

デンドロ交配種で花持ちが長く１－２か月楽しめます。

開花サイズ

Den.treacherianum fma.alba 'Beiowolf'

Den.Blue Twinkle 'Mini Pixie Princess'

Den.pseudoglomeratum 'Wonderfull World' SM/JOGA

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Den.treacherianum

Den.stratiotes 'Long Horn' オリジナル

Den.purpreum fma.album

開花サイズ

Den.secundum

開花サイズ

(10.5cm鉢)

開花サイズ

(13.5cm鉢)

開花サイズ

(21.0cm鉢)

Den.parishii trilabelo 'Damrong Star'

Den.leporinum 'Hyperion ' SM/JOGA

開花サイズ

(13.5cm鉢)

Den.lindleyi 'Florida Sunshine' HCC/AOS

Mankaen Online Shop  

1作開花

(7.5ｃｍ鉢)

開花サイズ

(9.0cm鉢)

開花サイズ

(大株)

税込み価格(10%) / サイズ
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M-21 ¥2,750

Den.(parishii x anosmum) 濃色で非常に綺麗な花を

咲かせてくれます。香りも栽培も簡単です。

M-22 ¥3,300

Den.(Pixie Nani x canaliculatum)　ケーンタイプで花弁がレモン

イエロー、リップが紫のたいへん綺麗な色彩の花を咲かせます。

M-23 ¥27,500

Den.(mohianum x pseudoglomeratum) 個体名の通り

桃のような優しい色彩の花をバルブの節にたくさん咲かせます。

M-24 ¥1,650

Den.(Snow Angel x Oberon) 非常に特徴的な色彩をしており、

人気が非常にあるデンドロです。初心者にもおすすめです。

M-25 ¥4,400

実生既花株。写真は兄弟株の花ですが爽やかなブルー系の

良い花を咲かせています。選別していません。

M-26 ¥5,500

(C.gaskelliana x purpurata) 非常に栽培しやすく咲きやすい！

しかも美花！！ぜひこの機会に！！！

M-27 ¥3,850

ブラジルに自生する大型の原種。リップが純白になるアルビナと

呼ばれる色彩で株が完成すると20輪以上開花して迫力満点です。

M-28 ¥5,500

ブラジルに自生する大型の原種。株が大きくなる個体で

ペタル幅のある黄色いペタルと白いリップが特徴です。

M-29 ¥2,750

(Cll.Snowflake x L.anceps) 秋篠宮紀子様のように清

楚で美しい花を咲かせることから、この個体名が付けられました。

M-30 ¥13,200

メキシコに自生。アンセプスのセミアルバ個体の入賞花。

清楚な色彩が非常に人気があります。

L.anceps fma.semi-alba 'Ruby in Snow' BM/JOGA

開花サイズ

(15.0cm鉢)

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Mankaen Online Shop  

税込み価格(10%) / サイズ

開花サイズ

(7.5cm鉢)

C.C.G. Roebling 'Blue Indigo' (1895)

Den.Nestor 'Nagata'

開花サイズ

約3作開花

(7.5cm鉢)

Caulaelia Mizoguchi 'Princess Kiko' BM/JOGA

Den.Pixie Princess 'H&R'

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Den.Ron and Don 'Peach Shower'

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Den.Valley Angel 'China Dreamcrystal'

開花サイズ

C.guttata albina 'Cetro de Esmeralda' BM/JOGA x self

C.(Dupureana x Cornelia [1893]) 

開花サイズ

(10.5cm鉢)

C.tenebrosa fma.alba '2011-456' x self

約2－3作開花

(7.5cm鉢)
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M-31 ¥7,700

(Lc.Happy Essence x C.walkeriana) JOGAらん展において

高円宮妃牌に輝いた品種で優しいピンクの色彩の花を咲かせます。

M-32 ¥27,500

(C.Stephen-Zuiho x Lc.Candy Stripe)  非常に香りが良い

色彩が綺麗な品種です。株が完成すると多くの花を咲かせます。

M-33 ¥6,600

インド、ネパールなどに自生。バンダの様な株姿で

黄色の花弁に赤褐色のストライプが入る花を咲かせます。

M-34 ¥6,600

タイ、ベトナムなどが自生。希少なアルバ個体のメリクロン株。

この機会に是非！！凄くいい香りがしますのでおすすめ。

M-35 ¥4,400

フィリピンに自生。ピンク色の香りのよい花を

下垂させて十数輪咲かせます。

M-36 ¥3,300

タイなどに自生する原種。スポットが入る個体で１花茎に多数の

花を咲かせます。香水のような素晴らしい香りも楽しめます。

M-37 ¥2,750

タイなどに自生する原種。アルバ個体で１花茎に多数の花を

咲かせます。香水のような素晴らしい香りも楽しめます。

M-38 ¥5,500

(V.tessellata x Rhy.gigantea)原種同士の交配で濃紫色の

花を咲かせ親の特徴をうまく引き継ぎ良い香りが楽しめます。

M-39 ¥9,900

(Cl.russelliana x Ctsm.expansum) 鮮やかなグリーンの

花色が美しい。1花茎に10輪ほど咲かせます。

M-40 ¥13,200

(Cl.Rebecca Northen x Ctsm.Bound for Glory)花が大きく

リップには細かな毛がある特徴的な花を咲かせます。

開花サイズ

(12.0cm鉢)

Clo.Jumbo Glory 'Pink'

開花サイズ

(バスケット)

Rhy.gigantea (Spot)　

開花サイズ

Lc.Izumi Candy 'Teamo Maria' オリジナル

Acampe rigida

Aerides houlletiana fma.alba　メリクロン

開花サイズ

(バスケット)

Aerides lawrenceae

Lc.Good Days 'Ninety's' SBM/JOGA AM/RHS

税込み価格(10%) / サイズ

約2作開花

(9.0cm鉢)

開花サイズ

(バスケット)

開花サイズ

(10.5cm鉢)

Mankaen Online Shop  

開花サイズ

(バスケット)

開花サイズ

(10.5cm鉢)

Rhy.gigantea (White)　

約2作開花

(9.0cm鉢)

Van.Sri-Siam

Clo.Black Jade　メリクロン
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M-41 ¥5,500

(Clo.Rebecca Northen x Ctsm.expansum) １花茎に10輪ほど

の非常に丸いグリーンの花を咲かせる人気品種です。

M-42 ¥4,400

トリニダード・トバゴに自生する原種。普通個体は茶色系の

花を咲かせますが本個体は純白の美しい花を咲かせます。

M-43 ¥4,400

ブラジルに自生。写真の様に非常に変わった花を

咲かせるカタセタムです。よく写真を見ると顔です。

M-44 ¥5,500

(Cycd.Taiwan Gold x Cyc.warczewitzii) 黄色の香りの

よい花を咲かせる品種で株が完成すると多くの花を咲かせます。

M-45 ¥13,200

(Mo.Painted Desert x Ctsm.Donna Wise) 黒い蘭として

一世を風靡したブラックパールの良株です。

M-46 ¥6,600

(Catanoches Midnight Jem x Mormodes sinuata)真っ黒な

タケノコです。イカ墨を思わせる黒さです。

M-47 ¥3,300

カメルーンなどに自生。微風によりリップが揺れる姿は

まるで生き物の様で世界らん展で展示され話題になりました。

M-48 ¥4,400

ボルネオに自生。まるでフンドシの様に長く垂れ下がる

花弁が非常に面白いです。変わった花がお好きな方にお勧めです。

M-49 ¥11,000

ケニア・タンザニアなどのアフリカに自生。従来の個体とは違った

美しい鮮やかな黄緑色の小さな花を多数咲かせます。希少です。

M-50 ¥3,300

ボルネオ・マレーシアなどに自生。毛が長く伸びた花の

ようすから蛇女の「メデューサ」という品種名になりました。

Fdk.After Dark 'S.V.O. Black Pearl'FCC/AOS

開花サイズ

(12.0cm鉢)

開花サイズ

(9.0cm鉢)

開花サイズ

(10.5cm鉢)

Bulb.medusae

Clowesetum Rebecca Express 'M'

開花サイズ

(7.5ｃｍ鉢)

Ctsm.planiceps

開花サイズ

(12.0cm鉢)

Cycd.Super Swan

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Bulb.habrotinum

Monn.Millennium Magic 'Witchcraft'

写真はありません

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Bulb.barbigerum

Ctsm.pileatum fma.album

Bulb.maximum (alba)

Mankaen Online Shop  

開花サイズ

(9.0cm鉢)

開花サイズ

税込み価格(10%) / サイズ

開花サイズ

(9.0cm鉢)
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M-51 ¥22,000

コンゴ共和国などに自生。この個体は花が長く伸びる超有名

個体です。別名は「コブラオーキッド」と呼ばれています。

M-52 ¥2,200

インド原産。茶褐色の花を咲かせ小さなリップが風に

揺れてヒラヒラと面白い動きをします。まるで生きているようで

M-53 ¥7,700

ベトナムに自生。花型が非常に整った'Tokyo Fantasy'の

セルフ株です。株状態良いです。

M-54 ¥3,300

台湾・チベットなどに自生。まだまだ人気が高いキンリョウヘン！

ミツバチを引き寄せることで有名です。

M-55 ¥13,200

日本に最初に海外から来た蘭で有名なトラシアナムの

ルバ個体です。スッキリした花色でとても綺麗です。

M-56 ¥4,400

マダガスカルに自生する原種。花茎を長く伸ばし

その先端にグリーンの花を次々と咲かせます。

M-57 ¥16,500

マダガスカルに自生する原種。本セルフ交配は非常に

成績が良く、兄弟株は非常に大きな花を咲かせ始めています。

M-58 ¥2,750

(Barkeria skinneri x Epi.haematanthum)

優しいピンク色の花を1花茎に10輪ほど咲かせます。

M-59 ¥2,750

ブラジルに自生。乳白色の肉厚の花弁でリップが

薄紫です。非常に育てやすい原種です。

M-60 ¥5,500

スラウェシ島に自生。大型のセロジネで1花茎に

100輪を超える小輪の花を咲かせ香りもあり。

写真はありません

開花サイズ

Bifrenaria harrisoniane

開花サイズ

Bulb.tremulum

Aeranthes ramosa 

約1作開花

(9.0cm鉢)

Cym.floribundum　（和名：キンリョウヘン）

Cym.tracyanum fma.alba 'Golden Moon' self

Angraecum sesquipedale 'Tokyo' x self  (Special Big Flower)

開花サイズ

Bardendrum Tersan 'Pink Fantasy'

Coel.multiflora

開花サイズ

(12.0cm鉢)

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Cym.erythrostylum fma.album 'Tokyo Fantasy' CHM/JOGA x self

開花サイズ

(10.5cm鉢)

開花サイズ

(7.5cm鉢)

開花サイズ

(10.5cm鉢)

Mankaen Online Shop  

税込み価格(10%) / サイズ

Bulb.purpreorhachis 'Aina Okika' オリジナル

開花サイズ
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M-61 ¥1,650

フィリピンに自生する原種。花茎を長く伸ばしてクリーム色の

花をカンザシのようにたくさんの花を咲かせます。

M-62 ¥16,500

キューバなどに自生する原種。葉が無い無葉蘭で以前の名前は

ポリリーザ リンデニーです。幽霊蘭とも呼ばれています。

M-63 ¥550

メキシコに自生する原種。寒さ暑さに非常に強く可愛い

小さな花をたくさん咲かせる人気品種です。

M-64 ¥22,000

ブラジルに自生する原種。美しい濃緑色の花を房状に

咲かせる入賞花のオリジナル分株です。写真はイメージ。

M-65 ¥19,800

マダガスカルに自生する原種。グリーンの花を

咲かせる人気品種です。輸入後、活着しています。

M-66 ¥2,750

ボルネオ・フィリピンなどに自生。花茎に10輪ほど

花を咲かせます。香りもあり栽培も簡単です

M-67 ¥2,750

南西諸島、台湾に自生する原種。日本の南にも

自生する着生蘭で日本名は「ニオイラン」です。

M-68 ¥5,500

エクアドル・ペルーに自生。花茎を30cm程下垂

させて薄茶色の花を咲かせます。香りも良い！

M-69 ¥7,150

ラオス、ベトナムに自生する原種。ほんのりと香りの

するスッキリとしたピンク色の花を咲かせる人気品種です。

M-70 ¥6,600

マダガスカルに自生。細い花茎に大きな星形の純白の

花を咲かせます。大株になると無数の花を咲かせ圧巻です。

開花サイズ

(6.0cm鉢)

Epi.robustum 'Chizuka' AM/JOS

Eria javanica

Erasanthe henrici

Gastrochilus retrocallus 'Three Lip'

既花株

(30x10cm板着)

Dinema polybulbon

Mankaen Online Shop  

Dendrochilum cobbianum

開花サイズ

(板着)

開花サイズ

(7.5cm鉢)

Dendrophylax lindenii
写真はありません

開花サイズ

(12.0cm鉢)

開花サイズ

開花サイズ

(7.5cm鉢)

開花サイズ

約１作開花

(コルク着)

Jumellea major

Gongora scaphephorus

税込み価格(10%) / サイズ

Holcoglossum amesianum
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M-71 ¥3,300

インド・ネパールなどに自生。非常に珍しいJOGA入賞個体

です。花も咲きやすく丈夫で育てやすいです。

M-72 ¥1,650

南西諸島・フィリピンなどに自生。光を当てると

葉っぱがキラキラ光るジュエルオーキッド！観葉としても〇

M-73 ¥1,100

ブラジル、ベネズエラに自生する原種。花弁の縁に

珠赤系の色彩が入るのが特徴で寒さ暑さに強く育てやすいです。

M-74 ¥1,650

ブラジルに自生。寒さにも暑さにも強いマキシラリアです。

初心者の方はこれから初めてみてはいかがでしょうか。

M-75 ¥2,750

バングラディッシュなどに自生。単茎性種で赤紫色の

かわいい花を下垂して咲かせる。

M-76 ¥2,200

ブラジル・ベネズエラなどに自生。このミルトニアは

全く暑がらず、しかも丈夫で花が咲きやすい品種です。

M-77 ¥27,500

マレーシア、フィリピンに自生する原種。花が咲きやすく

１花茎に約３０輪の花を咲かせる珍種です。しかも入賞花です。

M-78 ¥11,000

フィリピンに自生。花の姿から「パイナップルオーキッド」と

呼ばれ不思議な花を咲かせてくれます。株高：80ｃｍの良株です。

M-79 ¥3,080

ラオス、ミャンマーに自生する原種。株姿が非常に小さく

ミニチュアオーキッドとして人気があります。

M-80 ¥5,500

メキシコに自生する原種。主に鉢底から花芽を真下に

伸ばし大きな迫力のある花を咲かせる珍種です。香りもあります。

Maxillaria porphyrostele

Miltonia moreliana

開花サイズ

(7.5cm鉢)

開花サイズ

(7.5cm鉢)

Mankaen Online Shop  

開花サイズ

Pinalia cylindrostachya 'Fountain Spring' AM/AOS　

開花サイズ

Robiquetia cerina

Schoenorchis fragrans

Stanhopea tigrina

開花サイズ

(12.0cm鉢)

開花サイズ

(10.5cm鉢)

開花サイズ

(板着)

写真はありません

Macodes petola　(事業者番号28-0009)

開花サイズ

(6.0cm鉢)

開花サイズ

(9.0cm鉢)

Liparis viridiflora 'Kazu' BM/JOGA

開花サイズ

(6.0cm鉢)

Micropera rostrata

税込み価格(10%) / サイズ

Maxillaria marginata
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M-81 ¥3,300

小型で咲く白弁で紫のリップのマデゥロイと大輪黄色

のキサンソレウカのセレクト個体の交配です。

M-82 ¥1,100

マキシラリアの小型の交配種です。鮮やかな赤色の花を

咲かせ非常に綺麗です。栽培も簡単で初心者向きです。

M-83 ¥3,850

マリエの戻し交配で非常に丈夫になり栽培しやすい品種です。

Marina = marie x citrina

M-84 ¥6,600

タイ、ベトナムなどに自生する原種。交配親は分かりません

が兄弟株では写真のようなバランスの良い花を咲かせています。

M-85 ¥5,500

(Wenshanense 'Kaniva' x Conco-bellatulum 'Maspron')

兄弟株では写真のようなスッキリとした色彩の花が咲いています。

M-86 ¥110,000

花型が整った優良個体で花径は15.8ｃｍです。実生選別品

ですのでご自由に個体名をお付けください。分株なしです。

M-87 ¥77,000

花型が整った優良個体で花径は14.5ｃｍです。実生選別品

ですのでご自由に個体名をお付けください。分株なしです。

M-88 ¥385,000

(Maetian Man x Stone Lovery) 数々の入賞記録のあるエメラルド

フューチャーの選別個体です。LSなどはお問合せください。

M-89 ¥27,500

(White Knight x Hellas) 古い品種ではありますが白花の

優秀個体です。流通量が少なく貴重な個体です。

M-90 ¥16,500

(Via Virgenes x Skip Bartlett) 白花の優良個体です。

品種名と個体名が少しややこしいですが良い花を咲かせます。

開花サイズ

Paph.Skullstone

開花サイズ

(10.5cm鉢)

Paph.Emerald Future 'Stargate'

開花サイズ

(7.5cm鉢)

開花サイズ

Paph.Crazy Lake (Crazy Jolly 'Full Moon' x Emerald Lake 'Perfect Choice')

Paph.White Queen 'White King'

開花サイズ

(9.0cm鉢)

開花サイズ

(7.5cm鉢)

Paph.Ivory Tower 'Whipped Cream Puff' AM/AOS
写真はありません

Maxillaria (coccinea x sophronitis)

開花サイズ

(6.0cm鉢)

Prothechea (Marina 'Citrus Splash' x marie 'Tokyo')

Paph.bellatulum x sib

開花サイズ

(10.5cm鉢)

写真はありません

Paph.Pacific Lake  (Amarillo Star'2013-13' x Emerald Lake 'Perfect Circle')

税込み価格(10%) / サイズ

Mankaen Online Shop  

開花サイズ

(10.5cm鉢)

Sob.(maduroi 'Tokyo' x xantholeuca 'Boulder')

２～３作

(9.0cm鉢)
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　　☆ ヤマト宅急便コレクトサービス　（送料を含めたお支払金額によって下記の手数料がかかります。）

    　　     1万円未満 \330. / 1万円以上～３万円未満 \440. / 3万円以上～10万円未満 \660. / 10万円以上 \880.

　　☆ 銀行振り込み　（振込手数料はお客様のご負担でお願いします。）

　　　　〇 三井住友銀行  川西支店  (普通)3540371  カブシキガイシャ マンカエン

　　　　〇 ゆうちょ銀行  00960-5-308814   カ）マンカエン

　　☆ 郵便書留　（送料、封筒代金はお客様のご負担でお願いします。）

ご購入希望商品がございましたらFAX・e-mail・お電話にてお問い合わせください。

mail:snd58602@nifty.com / fax:0797-89-3181 / tel:0797-88-0051（出来るだけe-mail・FAXをご利用ください)

送料について （ヤマト宅急便の送料値上げにともない送料を変更いたしましたのでご了承ください。）

　　☆ 店頭払い

　　☆ クレジットカード

　　　　eメールにて請求書をお送りしますのでインターネットにてお支払手続きをしてください。

在庫がありましたら注文確定とし送料などを含めたお支払金額のご連絡をさせていただきます。

株番号・種名・数量・価格・お支払方法・お名前・ご住所・お電話番号をお知らせください。

　カーナビで電話番号・住所ともに検索可能です

アクセス　〒665-0881　兵庫県宝塚市山本東1-5-26　TEL:0797-88-0051

ご注文方法

　　　　ご来店予定日をお知らせください。

　　　　〒665-0881　兵庫県宝塚市山本東1-5-26　株式会社 万花園　TEL:0797-88-0051

お支払方法について

          ◎北海道：\2,200.      ◎東北：1,760.      ◎関東・信越・九州:\1,540. 

　電   車：阪急電鉄 宝塚線山本駅より徒歩3分  

           　 梅田より30分  神戸三宮より50分

　自動車：中国自動車道 池田IC・宝塚ICより15分

            　阪神高速 池田線 池田出口より15分

                                   ※他行からのお振込みの場合 〇九九店  (当座)0308814 

          ◎北陸・中部・関西・中国・四国：\1,430.      ◎沖縄：2,970.

　駐車場：温室より徒歩20秒の松尾神社前
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