丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス

大法輪閣

1934年創業。日本の様々な仏教書の集成「大日本佛教全書（全１61巻）」と
インド哲学の世界的な権威である木村泰賢氏の「木村泰賢全集」が電子化！

日本における仏教書の
集大成がデジタル化！
全161巻セット価格
＜同時1アクセス＞ ¥2,077,500 (本体)
＜同時3アクセス＞ ¥3,120,300 (本体)

※分売可。各巻情報は裏面リストをご参照ください。

明治45年～大正11年に南条文雄博士をはじめ当代の碩学を総動員し、
編纂された貴重な文献の集大成。
再刊当時のことば（平川彰）
旧『大日本佛教全書』は明治45年から大正11年にかけて、本文150巻、巻子本10巻、目録1巻として出版された。こ
れは、南条文雄博士を会長として、高楠順次郎・望月信亨・大村西崖等の諸師が主事となって仏書刊行会を設立し、
多数の学者の協力のもとに出版したものである。総数953部、3,396巻をふくむといわれ、日本仏教の貴重な文献の集
大成である。これによって、それまで古社寺や蔵書家の奥深く秘蔵されて、研究者に近づき難かった古写本類や希観
書が、公開せられることになったのである。 それによって、古来の名僧知識たちが心血を注いで著作した華厳・天
台・法相・浄土・倶舎等に関する名著をはじめ、僧侶の海外旅行記や寺誌、僧侶の日記、密教の秘伝等までも公開せ
られ、仏教研究に利用可能となったのである。 本全書はただに日本仏教の教理や歴史の研究に不可欠の書である
ことが明らかであるのみならず、日本歴史の研究にも重要な資料となるものである。これだけまとまった叢書はその後
も刊行されていない。しかも本全書にのみ含まれる文献で、他の叢書には見出されない文献もひじょうに多い。そのた
めに刊行後50余年をへた今日でも、本全書の学術的価値は依然として高いのである。

○ 各部一覧
巻号

各部名

同時1
アクセス
（本体）

同時3
アクセス
（本体）

巻号

各部名

同時1
アクセス
（本体）

同時3
アクセス
（本体）

巻号

各部名

同時1
アクセス
（本体）

同時3
アクセス
（本体）

1-2

仏教書籍目録部（全2冊）

¥30,500

¥45,800

64-70 念仏部（全7冊）

¥90,500

¥136,000

97-98

宗論部（全2冊）

¥27,200

¥40,900

3-6

通説/諸教部（全4冊）

¥56,300

¥84,600

71-74 戒律部（全4冊）

¥56,800

¥85,200

99-116

史伝部（全18冊）

¥233,600

¥350,900

7-13

華厳部（全7冊）

¥96,400

¥144,800

75-82 三論/唯識部（全8冊）

¥116,400

¥174,700

117-132

寺誌部（全16冊）

¥216,400

¥325,000

14-33

天台/法華部（全20冊）

¥250,500

¥376,300

83-84 因明部（全2冊）

¥27,000

¥40,500

133-142

日記部（全10冊）

¥143,600

¥215,700

34-41

台密部（全8冊）

¥105,000

¥157,700

85-91 倶舎部（全7冊）

¥96,400

¥144,700

143-151

文芸部（全8冊）

¥118,300

¥177,600

42-52

真言部（全11冊）

¥142,400

¥213,900

92-94 起信部（全3冊）

¥39,200

¥58,900

152-161

別巻（全10冊）

¥59,900

¥90,000

53-63

浄土部（全11冊）

¥142,800

¥214,600

95-96 禅宗部（全2冊）

¥28,300

¥42,500

木村泰賢全集 全 6 巻セット価格

キーワード：インド仏教・インド哲学
＜同時1アクセス＞ ¥ 79,000 (本体)
＜同時3アクセス＞ ¥118,800 (本体)

大正・昭和にわたって、わが国の印度学仏教学会に新研究の分野を拓き、大乗仏教を大衆に
ひろめた印度哲学の世界的権威・木村泰賢博士不朽の名著作集。
書名

著編者

発行年

ISBN/ISSN

同時
同時
１アクセス
３アクセス
（本体）
（本体）
¥11,700
¥17,600

商品コード

木村泰賢全集 （第１巻）

木村 泰賢

2004

9784804616261

1017877847

木村泰賢全集 （第２巻）

木村 泰賢

2004

9784804616278

¥13,500

¥20,300

1017877848

木村泰賢全集 （第３巻）

木村 泰賢

2004

9784804616285

¥12,500

¥18,800

1017877849

木村泰賢全集 （第４巻）

木村 泰賢

2004

9784804616292

¥11,700

¥17,600

1017877850

木村泰賢全集 （第５巻）

木村 泰賢

2004

9784804616308

¥16,100

¥24,200

1017877851

木村泰賢全集 （第６巻）

木村 泰賢

2004

9784804616315

¥13,500

¥20,300

1017877852

Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

大日本佛教全書（全161巻）全巻一覧
巻数

各巻書名

仏教書籍目録部（全2冊）
第１巻 仏教書籍目録第一
第２巻 仏教書籍目録第二
通説/諸教部（全4冊）
第３巻 諸宗要義集
第４巻 勝鬘経義疏 他
第５巻 維摩経義䟽 他
第６巻 仁王護国経疏 他
華厳部（全7冊）
第７巻 華厳孔目章抄 他
第８巻 華厳探玄記発揮鈔 他
第９巻 五教章通路記第一
第１０巻 五教章通路記第二 他
第１１巻 五教章纂釈第一
第１２巻 五教章纂釈第二 他
第１３巻 華厳小部集
天台/法華部（全20冊）
第１４巻 法華義疏 他
第１５巻 天台法華玄義釈籤要決 他
第１６巻 法華略義見聞 他
第１７巻 漢光類聚 他
第１８巻 文句略大綱私見聞 他
第１９巻 法華素怛攬略頌 他
第２０巻 法華開示抄第二 他
第２１巻 法華玄義私記 他
第２２巻 法華疏私記第二 他
第２３巻 法華玄義復真鈔 他
第２４巻 天台法華宗義集 他
第２５巻 智証大師全集第一
第２６巻 智証大師全集第二
第２７巻 智証大師全集第三
第２８巻 智証大師全集第四
第２９巻 摩訶止観見聞添註
第３０巻 悉曇具書
第３１巻 法語（源信） 他
第３２巻 一乗要決 他
第３３巻 万法甚深最頂仏心法要 他
台密部（全8冊）
第３４巻 自在金剛集
第３５巻 阿娑縛抄第一
第３６巻 阿娑縛抄第二
第３７巻 阿娑縛抄第三
第３８巻 阿娑縛抄第四
第３９巻 阿娑縛抄第五
第４０巻 阿娑縛抄第六
第４１巻 阿娑縛抄第七
真言部（全11冊）
第４２巻 大日経疏鈔 他
第４３巻 金剛頂大教王経疏 他
第４４巻 諸説不同記 他
第４５巻 覚禅鈔第一
第４６巻 覚禅鈔第二
第４７巻 覚禅鈔第三
第４８巻 覚禅鈔第四
第４９巻 覚禅鈔第五
第５０巻 覚禅鈔第六
第５１巻 覚禅鈔第七 他
第５２巻
要秘鈔 他
浄土部（全11冊）
第５３巻 無量寿経集解
第５４巻 観経秘決集
第５５巻 観門要義鈔第一
第５６巻 観門要義鈔第二 他
第５７巻 観経疏他筆鈔第二 他
第５８巻 観経疏六角鈔第二 他
第５９巻 観経疏楷定記第二
第６０巻 観経疏康永抄 他
第６１巻 観経疏伝通記見聞 他
第６２巻 帰命本願鈔並諺註 他
第６３巻 当麻曼荼羅注 他
念仏部（全7冊）
第６４巻 融通円門章 他
第６５巻 融通円門章幽玄記第二 他
第６６巻 一遍上人語録 他
第６７巻 他阿上人法語 他
第６８巻 防非鈔 他
第６９巻 一遍上人念仏安心抄 他
第７０巻 考養集 他
戒律部（全4冊）
第７１巻 菩薩戒義疏鈔 他
第７２巻 授菩薩戒儀則 他
第７３巻 服具叢書第一
第７４巻 服具叢書第二
三論/唯識部（全8冊）
第７５巻 大乗三論大義鈔 他
第７６巻 唯識論同学鈔第一
第７７巻 唯識論同学鈔第二
第７８巻 注三十頌 他
第７９巻 唯識論泉鈔第二 他
第８０巻 大乗法相研神章 他
第８１巻 法苑義鏡 他
第８２巻 大乗法相宗名目

ＩＳＢＮ
9784804616452
9784804616469
9784804616476
9784804616483
9784804616490
9784804616506
9784804616513
9784804616520
9784804616537
9784804616544
9784804616551
9784804616568
9784804616575
9784804616582
9784804616599
9784804616605
9784804616612
9784804616629
9784804616636
9784804616643
9784804616650
9784804616667
9784804616674
9784804616681
9784804616698
9784804616704
9784804616711
9784804616728
9784804616735
9784804616742
9784804616759
9784804616766
9784804616773
9784804616780
9784804616797
9784804616803
9784804616810
9784804616827
9784804616834
9784804616841
9784804616858
9784804616865
9784804616872
9784804616889
9784804616896
9784804616902
9784804616919
9784804616926
9784804616933
9784804616940
9784804616957
9784804616964
9784804616971
9784804616988
9784804616995
9784804617008
9784804617015
9784804617022
9784804617039
9784804617046
9784804617053
9784804617060
9784804617077
9784804617084
9784804617091
9784804617107
9784804617114
9784804617121
9784804617138
9784804617145
9784804617152
9784804617169
9784804617176
9784804617183
9784804617190
9784804617206
9784804617213
9784804617220
9784804617237
9784804617244
9784804617251
9784804617268

同時1アクセス 同時3アクセス
（本体）
（本体）
¥30,500
¥45,800
¥15,000
¥22,500
¥15,500
¥23,300
¥56,300
¥84,600
¥13,800
¥20,700
¥12,900
¥19,400
¥14,300
¥21,500
¥15,300
¥23,000
¥96,400
¥144,800
¥13,800
¥20,700
¥12,900
¥19,400
¥12,900
¥19,400
¥12,900
¥19,400
¥14,000
¥21,000
¥15,300
¥23,000
¥14,600
¥21,900
¥250,500
¥376,300
¥14,000
¥21,000
¥12,900
¥19,400
¥12,500
¥18,800
¥9,000
¥13,500
¥12,200
¥18,300
¥13,200
¥19,800
¥10,900
¥16,400
¥14,600
¥21,900
¥15,500
¥23,300
¥14,600
¥21,900
¥13,500
¥20,300
¥11,300
¥17,000
¥12,500
¥18,800
¥11,600
¥17,400
¥11,900
¥17,900
¥14,000
¥21,000
¥8,700
¥13,100
¥12,500
¥18,800
¥12,900
¥19,400
¥12,200
¥18,300
¥105,000
¥157,700
¥11,900
¥17,900
¥12,500
¥18,800
¥12,900
¥19,400
¥13,500
¥20,300
¥12,200
¥18,300
¥13,200
¥19,800
¥13,800
¥20,700
¥15,000
¥22,500
¥142,400
¥213,900
¥13,800
¥20,700
¥13,500
¥20,300
¥14,300
¥21,500
¥13,800
¥20,700
¥12,500
¥18,800
¥11,600
¥17,400
¥11,900
¥17,900
¥11,900
¥17,900
¥12,200
¥18,300
¥11,600
¥17,400
¥15,300
¥23,000
¥142,800
¥214,600
¥13,200
¥19,800
¥13,500
¥20,300
¥14,300
¥21,500
¥12,900
¥19,400
¥11,900
¥17,900
¥12,200
¥18,300
¥13,200
¥19,800
¥14,300
¥21,500
¥11,300
¥17,000
¥12,500
¥18,800
¥13,500
¥20,300
¥90,500
¥136,000
¥13,200
¥19,800
¥15,500
¥23,300
¥13,800
¥20,700
¥12,500
¥18,800
¥11,300
¥17,000
¥12,900
¥19,400
¥11,300
¥17,000
¥56,800
¥85,200
¥15,000
¥22,500
¥12,200
¥18,300
¥15,000
¥22,500
¥14,600
¥21,900
¥116,400
¥174,700
¥13,800
¥20,700
¥15,500
¥23,300
¥18,800
¥28,200
¥12,900
¥19,400
¥14,600
¥21,900
¥13,200
¥19,800
¥13,800
¥20,700
¥13,800
¥20,700

商品コード
1017973151
1017973152
1017973153
1017973154
1017973155
1017973156
1017973157
1017973158
1017973159
1017973160
1017973161
1017973162
1017973163
1017973164
1017973165
1017973166
1017973167
1017973168
1017973169
1017973170
1017973171
1017973172
1017973173
1017973174
1017973175
1017973176
1017973177
1017973178
1017973179
1017973180
1017973181
1017973182
1017973183
1017973184
1017973185
1017973186
1017973187
1017973188
1017973189
1017973190
1017973191
1017973192
1017973193
1017973194
1017973195
1017973196
1017973197
1017973198
1017973199
1017973200
1017973201
1017973202
1017973203
1017973204
1017973205
1017973206
1017973207
1017973208
1017973209
1017973210
1017973211
1017973212
1017973213
1017973214
1017973215
1017973216
1017973217
1017973218
1017973219
1017973220
1017973221
1017973222
1017973223
1017973224
1017973225
1017973226
1017973227
1017973228
1017973229
1017973230
1017973231
1017973232

巻数

各巻書名

因明部（全2冊）
第８３巻 因明論疏明灯抄
第８４巻 明本抄 他
倶舎部（全7冊）
第８５巻 大乗対倶舎抄
第８６巻 倶舎論明眼鈔 他
第８７巻 倶舎論明思鈔第二
第８８巻 倶舎論明思鈔第三
第８９巻 阿毘達磨倶舎論要解
第９０巻 倶舎論法義第一
第９１巻 倶舎論法義第二 他
起信部（全3冊）
第９２巻 起信論本疏聴集記第一
第９３巻 起信論本疏聴集記第二 他
第９４巻 起信論義記教理抄 他
禅宗部（全2冊）
第９５巻 大覚禅師語録 他
第９６巻 念大休禅師語録 他
宗論部（全2冊）
第９７巻 宗論叢書第一
第９８巻 宗論叢書第二
史伝部（全18冊）
第９９巻 僧伝排韻第一
第１００巻 僧伝排韻第二
第１０１巻 日本高僧伝要文抄 他
第１０２巻 本朝高僧伝第一
第１０３巻 本朝高僧伝第二
第１０４巻 東国高僧伝 他
第１０５巻 戒律伝来記 他
第１０６巻 秘密漫荼羅教付法伝 他
第１０７巻 日本往生極楽記 他
第１０８巻 延宝伝灯録第一
第１０９巻 延宝伝灯録第二 他
第１１０巻 日域洞上諸祖伝 他
第１１１巻 伝記叢書
第１１２巻 聖徳太子伝叢書
第１１３巻 遊方伝叢書第一
第１１４巻 遊方伝叢書第二
第１１５巻 遊方伝叢書第三
第１１６巻 遊方伝叢書第四
寺誌部（全16冊）
第１１７巻 寺誌叢書第一
第１１８巻 寺誌叢書第二
第１１９巻 寺誌叢書第三
第１２０巻 寺誌叢書第四
第１２１巻 東大寺叢書第一
第１２２巻 東大寺叢書第二
第１２３巻 興福寺叢書第一
第１２４巻 興福寺叢書第二
第１２５巻 天台霞標第一
第１２６巻 天台霞標第二 他
第１２７巻 園城寺伝記 他
第１２８巻 華頂要略門主伝第一
第１２９巻 華頂要略門主伝第二
第１３０巻 華頂要略門主伝第三
第１３１巻 高野春秋編年輯録
第１３２巻 大谷本願寺通紀 他
日記部（全10冊）
第１３３巻 蔭凉軒日録第一
第１３４巻 蔭凉軒日録第二
第１３５巻 蔭凉軒日録第三
第１３６巻 蔭凉軒日録第四
第１３７巻 蔭凉軒日録第五
第１３８巻 本光国師日記第一
第１３９巻 本光国師日記第二
第１４０巻 本光国師日記第三
第１４１巻 本光国師日記第四
第１４２巻 本光国師日記第五
文芸部（全8冊）
第１４３巻 貞和類聚祖苑聯芳集 他
第１４４巻 翰林五鳳集第一
第１４５巻 翰林五鳳集第二
第１４６巻 翰林五鳳集第三 他
第１４７巻 撰集抄 他
第１４８巻 私聚百因縁集 他
第１４９巻 寂照堂谷響集 他
第１５０巻 塵添壒嚢鈔
第１５１巻 大日本仏教全書目録
別巻（全10冊）
第１５２巻 十巻抄(1)
第１５３巻 十巻抄(2)
第１５４巻 十巻抄(3)
第１５５巻 十巻抄(4)
第１５６巻 十巻抄(5)
第１５７巻 十巻抄(6)
第１５８巻 十巻抄(7)
第１５９巻 十巻抄(8)
第１６０巻 十巻抄(9)
第１６１巻 十巻抄(10)

※表示価格は税抜きです。
ＩＳＢＮ

9784804617275
9784804617282
9784804617299
9784804617305
9784804617312
9784804617329
9784804617336
9784804617343
9784804617350
9784804617367
9784804617374
9784804617381
9784804617398
9784804617404
9784804617411
9784804617428
9784804617435
9784804617442
9784804617459
9784804617466
9784804617473
9784804617480
9784804617497
9784804617503
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