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● 表示価格は税抜きです。 

No.2020-049 

2020年2月 

大法輪閣 

昭和後期(昭和38年～63年) 
26年分セット特価 

同時1アクセス(本体)：¥598,000 

同時3アクセス(本体)：¥897,000  

＜商品コード：1031390609＞ 

月刊  大法輪 

 1934年（昭和9年）より毎月発行している仏教総合誌『大法輪』では、毎号さまざまな視点で、特定の宗派
にかたよらず「仏教」を紹介しています。専門的内容から法話・講話をはじめ、初めて仏教を学ぶ方のため
の入門的内容までを掲載。仏教に関心がある方に、ぜひ読んでいただきたい雑誌です。 

2 0 2 0年  全点カタログ  

毎月の新刊に加え、バックナンバーとして「平成期」「昭和後期」も配信、 
更に「昭和前期」も配信予定！ 

創刊号からのご提供が可能となります！ 

月刊「大法輪」が電子でリリース！  

平成期(平成元年～29年) 
29年分揃価格 

同時1アクセス(本体)：¥666,072  

同時3アクセス(本体)：¥999,108  

＜商品コード：1028203378＞ 

※各年度毎、各号毎でのご購入が可能です。詳細は次頁をご覧ください。 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 表示価格は税抜きです。 

タイトル 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード リリース状況 

第1期 平成期 平成元年～平成29年 （29年分） ¥666,072 ¥999,108 1028203378 

第2期 昭和後期 昭和38年～昭和63年 （26年分） ¥598,000  ¥897,000  1031390609 

第3期 昭和前期 昭和9年（創刊号）～昭和37年（29年分） ¥667,000  ¥1,000,500  - 

※第3期の価格は予価になります。詳細はお問い合わせください。 

月刊  大法輪 

2020年2月 

各号毎のご提供も承ります。  
平成31年・令和元年最新号もご提供 !  

「大法輪」新刊が毎月配信！ 

今後もバックナンバーがリリース予定です。 

バックナンバーもリリース予定！ 

各号価格 
同時1アクセス(本体) ：¥2,000 同時3アクセス(本体) ：¥3,900 

平成元年～平成30年 各年度毎の価格 

同時1アクセス(本体) ：¥22,968  
同時3アクセス(本体) ：¥34,452  

昭和38年～昭和63年 各年度毎の価格 

同時1アクセス(本体) ：¥23,100  
同時3アクセス(本体) ：¥34,650  

各年度毎のご提供も承ります。  

※詳細はお問い合わせください。 

『単語検索』にも 
対応していて便利! 

毎月の継続購入が 
おすすめです! 

※詳細はお問い合わせください。 

好評配信中! 

好評配信中! 

2020年夏 
配信予定! 
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各年度毎のご購入が可能です！ 



● 表示価格は税抜きです。 

大日本佛教全書 シリーズ 

※各巻の詳細は次頁をご覧ください。 

全161冊 揃価格 
（分売可） 

同時１アクセス（本体）  同時３アクセス（本体）  

¥2,077,369 ¥3,116,075 

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。 

2020年2月 

日本における仏教書の  
集大成がデジタル化！  
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● 表示価格は税抜きです。 

巻数 各巻書名 冊子版ISBN 
同時1 
アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

仏教書籍目録部（全2冊）  ￥30,498 ¥45,747 - 

第1巻 佛教書籍目録 第1  9784804616452  ¥14,999 ¥22,499 1017973151 

第2巻 佛教書籍目録 第2  9784804616469  ¥15,499 ¥23,248 1017973152 

通説/諸教部（全4冊）  ¥56,297 ¥84,448 - 

第3巻 諸宗要義集  9784804616476  ¥13,799 ¥20,699 1017973153 

第4巻 勝鬘経義疏外三部  9784804616483  ¥12,899 ¥19,349 1017973154 

第5巻 
維摩経義疏 ; 維摩経疏菴
羅記 

9784804616490  ¥14,300 ¥21,450 1017973155 

第6巻 仁王護国経疏外十部  9784804616506  ¥15,299 ¥22,950 1017973156 

華厳部（全7冊）  ¥96,393 ¥114,593 - 

第7巻 華厳孔目章抄外三部  9784804616513  ¥13,799 ¥20,699 1017973157 

第8巻 華厳探玄記発揮鈔  9784804616520  ¥12,899 ¥19,349 1017973158 

第9巻 五教章通路記 第1  9784804616537  ¥12,899 ¥19,349 1017973159 

第10巻 五教章通路記 第2  9784804616544  ¥12,899 ¥19,349 1017973160 

第11巻 五教章纂釈 第1  9784804616551  ¥13,999 ¥20,999 1017973161 

第12巻 五教章纂釈 第2  9784804616568  ¥15,299 ¥22,950 1017973162 

第13巻 華厳小部集  9784804616575  ¥14,599 ¥21,898 1017973163 

天台/法華部（全20冊）  ¥250,481 ¥375,723 - 

第14巻 法華義疏外三部  9784804616582  ¥13,999 ¥20,999 1017973164 

第15巻 
天台法華玄義釈籤要決外
二部 

9784804616599  ¥12,899 ¥19,349 1017973165 

第16巻 法華略義見聞外二部  9784804616605  ¥12,499 ¥18,748 1017973166 

第17巻 漢光類聚 ; 玄義私類聚  9784804616612  ¥8,999 ¥13,499 1017973167 

第18巻 
文句略大綱私見聞 ; 天台
名匠口決抄  

9784804616629  ¥12,199 ¥18,298 1017973168 

第19巻 
法華素怛攬略頌 ; 法華開
示抄第一  

9784804616636  ¥13,200 ¥19,800 1017973169 

第20巻 法華開示抄第二外二部  9784804616643  ¥10,899 ¥16,350 1017973170 

第21巻 法華三大部私記 第1  9784804616650  ¥14,599 ¥21,898 1017973171 

第22巻 法華三大部私記 第2  9784804616667  ¥15,499 ¥23,248 1017973172 

第23巻 法華三大部復真鈔  9784804616674  ¥14,599 ¥21,898 1017973173 

第24巻 
天台法華宗義集 ; 天台小
部集釈  

9784804616681  ¥13,499 ¥20,248 1017973174 

第25巻 智証大師全集 第1  9784804616698  ¥11,299 ¥16,948 1017973175 

第26巻 智証大師全集 第2  9784804616704  ¥12,499 ¥18,748 1017973176 

第27巻 智証大師全集 第3  9784804616711  ¥11,599 ¥17,399 1017973177 

第28巻 智証大師全集 第4  9784804616728  ¥11,899 ¥17,849 1017973178 

第29巻 摩訶止観見聞添註  9784804616735  ¥13,999 ¥20,999 1017973179 

第30巻 悉曇具書  9784804616742  ¥8,699 ¥13,050 1017973180 

第31巻 往生要集外二十四部  9784804616759  ¥12,499 ¥18,748 1017973181 

第32巻 一乘要決外十四部  9784804616766  ¥12,899 ¥19,349 1017973182 

第33巻 妙行心要集外十七部  9784804616773  ¥12,199 ¥18,298 1017973183 

台密部（全8冊） ¥104,993 ¥157,490 - 

第34巻 自在金剛集  9784804616780  ¥11,899 ¥17,849 1017973184 

第35巻 阿娑縛抄 第1  9784804616797  ¥12,499 ¥18,748 1017973185 

第36巻 阿娑縛抄 第2  9784804616803  ¥12,899 ¥19,349 1017973186 

第37巻 阿娑縛抄 第3  9784804616810  ¥13,499 ¥20,248 1017973187 

第38巻 阿娑縛抄 第4  9784804616827  ¥12,199 ¥18,298 1017973188 

第39巻 阿娑縛抄 第5  9784804616834  ¥13,200 ¥19,800 1017973189 

第40巻 阿娑縛抄 第6  9784804616841  ¥13,799 ¥20,699 1017973190 

第41巻 阿娑縛抄 第7  9784804616858  ¥14,999 ¥22,499 1017973191 

巻数 各巻書名 冊子版ISBN 
同時1 
アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

真言部（全11冊） ¥142,390 ¥213,588 - 

第42巻 大日経疏鈔外三部  9784804616865  ¥13,799 ¥20,699 1017973192 

第43巻 
金剛頂大教王経疏 ; 蘇悉
地羯羅経略疏  

9784804616872  ¥13,499 ¥20,248 1017973193 

第44巻 諸説不同記外五部  9784804616889  ¥14,300 ¥21,450 1017973194 

第45巻 覚禅鈔 第1  9784804616896  ¥13,799 ¥20,699 1017973195 

第46巻 覚禅鈔 第2  9784804616902  ¥12,499 ¥18,748 1017973196 

第47巻 覚禅鈔 第3  9784804616919  ¥11,599 ¥17,399 1017973197 

第48巻 覚禅鈔 第4  9784804616926  ¥11,899 ¥17,849 1017973198 

第49巻 覚禅鈔 第5  9784804616933  ¥11,899 ¥17,849 1017973199 

第50巻 覚禅鈔 第6  9784804616940  ¥12,199 ¥18,298 1017973200 

第51巻 覚禅鈔 第7  9784804616957  ¥11,599 ¥17,399 1017973201 

第52巻 
シンジャ ヨウヒショウ ; ゲン
ビラショウ  

9784804616964  ¥15,299 ¥22,950 1017973202 

浄土部（全11冊） ¥142,793 ¥214,188 - 

第53巻 無量壽経集解  9784804616971  ¥13,200 ¥19,800 1017973203 

第54巻 観経秘決集  9784804616988  ¥13,499 ¥20,248 1017973204 

第55巻 観門要義鈔 第1  9784804616995  ¥14,300 ¥21,450 1017973205 

第56巻 観門要義鈔 第2  9784804617008  ¥12,899 ¥19,349 1017973206 

第57巻 
観経疏他筆鈔第二 ; 観経
疏六角鈔第一  

9784804617015  ¥11,899 ¥17,849 1017973207 

第58巻 
観経疏六角鈔第二 ; 観経
疏楷定記第一  

9784804617022  ¥12,199 ¥18,298 1017973208 

第59巻 観経疏楷定記第二  9784804617039  ¥13,200 ¥19,800 1017973209 

第60巻 観経疏康永鈔外二部  9784804617046  ¥14,300 ¥21,450 1017973210 

第61巻 観経疏伝通記見聞 ; 糅眼記  9784804617053  ¥11,299 ¥16,948 1017973211 

第62巻 三部仮名鈔並諺註外二部  9784804617060  ¥12,499 ¥18,748 1017973212 

第63巻 当麻曼荼羅註外六部  9784804617077  ¥13,499 ¥20,248 1017973213 

念仏部（全7冊）  ¥90,494 ¥135,740 - 

第64巻 融通円門章幽玄記 第1  9784804617084  ¥13,200 ¥19,800 1017973214 

第65巻 融通円門章幽玄記 第2  9784804617091  ¥15,499 ¥23,248 1017973215 

第66巻 一遍上人語録外四部  9784804617107  ¥13,799 ¥20,699 1017973216 

第67巻 他阿上人法語外六部  9784804617114  ¥12,499 ¥18,748 1017973217 

第68巻 防非鈔外六部  9784804617121  ¥11,299 ¥16,948 1017973218 

第69巻 一遍上人念仏安心鈔外五部 9784804617138  ¥12,899 ¥19,349 1017973219 

第70巻 真言念仏集外八部  9784804617145  ¥11,299 ¥16,948 1017973220 

戒律部（全4冊） ¥56,796 ¥85,194 - 

第71巻 菩薩戒義疏鈔外二部  9784804617152  ¥14,999 ¥22,499 1017973221 

第72巻 授菩薩戒儀則外十七部  9784804617169  ¥12,199 ¥18,298 1017973222 

第73巻 服具叢書 第1  9784804617176  ¥14,999 ¥22,499 1017973223 

第74巻 服具叢書 第2  9784804617183  ¥14,599 ¥21,898 1017973224 

三論/唯識部（全8冊） ¥116,393 ¥174,590 - 

第75巻 
大乗三論大義鈔 . 三論玄
疏文義要  

9784804617190  ¥13,799 ¥20,699 1017973225 

第76巻 唯識論同学鈔 第1  9784804617206  ¥15,499 ¥23,248 1017973226 

第77巻 唯識論同学鈔 第2  9784804617213  ¥18,799 ¥28,198 1017973227 

第78巻 唯識論泉鈔 第1  9784804617220  ¥12,899 ¥19,349 1017973228 

第79巻 唯識論泉鈔 第2  9784804617237  ¥14,599 ¥21,898 1017973229 

第80巻 
大乗法相研神章 ; 法相小
部集 

9784804617244  ¥13,200 ¥19,800 1017973230 

第81巻 法苑義鏡外二部  9784804617251  ¥13,799 ¥20,699 1017973231 

第82巻 大乗法相宗名目  9784804617268  ¥13,799 ¥20,699 1017973232 

2020年2月 

大日本佛教全書（全161巻）全巻一覧 
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● 表示価格は税抜きです。 

巻数 各巻書名 冊子版ISBN 
同時1 
アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

因明部（全2冊） ¥26,999 ¥40,499 - 

第83巻 因明論疏明灯抄  9784804617275  ¥13,799 ¥20,699 1017973233 

第84巻 明本抄外四部  9784804617282  ¥13,200 ¥19,800 1017973234 

倶舎部（全7冊） ¥96,394 ¥144,593 - 

第85巻 大乗対倶舎抄  9784804617299  ¥12,499 ¥18,748 1017973235 

第86巻 
倶舎論明眼抄 ; 倶舎論明
思抄第一  

9784804617305  ¥13,999 ¥20,999 1017973236 

第87巻 倶舎論明思抄 第2  9784804617312  ¥13,799 ¥20,699 1017973237 

第88巻 倶舎論明思抄 第3  9784804617329  ¥14,300 ¥21,450 1017973238 

第89巻 阿毘達磨倶舎論要解  9784804617336  ¥13,999 ¥20,999 1017973239 

第90巻 倶舎論法義 第1  9784804617343  ¥13,799 ¥20,699 1017973240 

第91巻 倶舎論法義 第2  9784804617350  ¥13,999 ¥20,999 1017973241 

起信部（全3冊） ¥39,197 ¥58,796 - 

第92巻 起信論本疏聴集記 第1  9784804617367  ¥13,799 ¥20,699 1017973242 

第93巻 
起信論本疏聴集記 ; 起信
論別記聴集記  

9784804617374  ¥12,499 ¥18,748 1017973243 

第94巻 
起信論義記教理抄 ; 起信
決疑鈔  

9784804617381  ¥12,899 ¥19,349 1017973244 

禅宗部（全2冊） ¥28,299 ¥42,449 - 

第95巻 大覚禅師語録并拾遺外五部 9784804617398  ¥14,300 ¥21,450 1017973245 

第96巻 念大休禅師語録外二部  9784804617404  ¥13,999 ¥20,999 1017973246 

宗論部（全2冊） ¥27,199 ¥40,799 - 

第97巻 宗論叢書 第1  9784804617411  ¥12,899 ¥19,349 1017973247 

第98巻 宗論叢書 第2  9784804617428  ¥14,300 ¥21,450 1017973248 

史伝部（全18冊） ¥233,585 ¥350,382 - 

第99巻 僧伝排韻 第1  9784804617435  ¥13,200 ¥19,800 1017973249 

第100巻 僧伝排韻 第2  9784804617442  ¥12,899 ¥19,349 1017977801 

第101巻 日本高僧傳要文抄外四部  9784804617459  ¥14,300 ¥21,450 1017977802 

第102巻 本朝高僧伝 第1  9784804617466  ¥13,799 ¥20,699 1017977803 

第103巻 本朝高僧伝 第2  9784804617473  ¥13,799 ¥20,699 1017977804 

第104巻 続日本高僧伝 ; 東国高僧伝  9784804617480  ¥12,199 ¥18,298 1017977805 

第105巻 戒律伝来記外十一部  9784804617497  ¥12,899 ¥19,349 1017977806 

第106巻 真言付法伝外七部  9784804617503  ¥12,899 ¥19,349 1017977807 

第107巻 日本往生極楽記外十二部  9784804617510  ¥12,899 ¥19,349 1017977808 

第108巻 延宝伝灯録 第1  9784804617527  ¥12,899 ¥19,349 1017977809 

第109巻 延宝伝灯録 第2  9784804617534  ¥11,899 ¥17,849 1017977810 

第110巻 日域洞上諸祖伝外三部  9784804617541  ¥14,300 ¥21,450 1017977811 

第111巻 伝記叢書  9784804617558  ¥14,999 ¥22,499 1017977812 

第112巻 聖徳太子伝叢書  9784804617565  ¥13,799 ¥20,699 1017977813 

第113巻 遊方伝叢書 第1  9784804617572  ¥12,199 ¥18,298 1017977814 

第114巻 遊方伝叢書 第2  9784804617589  ¥11,299 ¥16,948 1017977815 

第115巻 遊方伝叢書 第3  9784804617596  ¥8,699 ¥13,050 1017977816 

第116巻 遊方伝叢書 第4  9784804617602  ¥14,599 ¥21,898 1017977817 

巻数 各巻書名 冊子版ISBN 
同時1 
アクセス 
（本体） 

同時3 
アクセス 
（本体） 

商品コード 

寺誌部（全16冊） ¥216,390 ¥324,583 - 

第117巻 寺誌叢書 第1  9784804617619  ¥13,799 ¥20,699 1017977818 

第118巻 寺誌叢書 第2  9784804617626  ¥14,599 ¥21,898 1017977819 

第119巻 寺誌叢書 第3  9784804617633  ¥13,799 ¥20,699 1017977820 

第120巻 寺誌叢書 第4  9784804617640  ¥13,999 ¥20,999 1017977821 

第121巻 東大寺叢書 第1  9784804617657  ¥13,499 ¥20,248 1017977822 

第122巻 東大寺叢書 第2  9784804617664  ¥13,499 ¥20,248 1017977823 

第123巻 興福寺叢書 第1  9784804617671  ¥13,200 ¥19,800 1017977824 

第124巻 興福寺叢書 第2  9784804617688  ¥11,299 ¥16,948 1017977825 

第125巻 天台霞標 第1  9784804617695  ¥14,300 ¥21,450 1017977826 

第126巻 
天台霞標 第2 . 延暦寺護
国縁起  

9784804617701  ¥13,200 ¥19,800 1017977827 

第127巻 園城寺伝記 . 寺門伝記補録 9784804617718  ¥13,499 ¥20,248 1017977828 

第128巻 華頂要略門主伝 第1  9784804617725  ¥13,200 ¥19,800 1017977829 

第129巻 華頂要略門主伝 第2  9784804617732  ¥13,499 ¥20,248 1017977830 

第130巻 華頂要略門主伝 第3  9784804617749  ¥14,300 ¥21,450 1017977831 

第131巻 高野春秋編年輯録  9784804617756  ¥13,499 ¥20,248 1017977832 

第132巻 大谷本願寺通紀外三部  9784804617763  ¥13,200 ¥19,800 1017977833 

日記部（全10冊）  ¥143,592 ¥215,389 - 

第133巻 蔭涼軒日録 第1  9784804617770  ¥14,300 ¥21,450 1017977834 

第134巻 蔭涼軒日録 第2  9784804617787  ¥14,599 ¥21,898 1017977835 

第135巻 蔭涼軒日録 第3  9784804617794  ¥13,799 ¥20,699 1017977836 

第136巻 蔭涼軒日録 第4  9784804617800  ¥13,499 ¥20,248 1017977837 

第137巻 蔭涼軒日録 第5  9784804617817  ¥15,499 ¥23,248 1017977838 

第138巻 本光国師日記 第1  9784804617824  ¥13,799 ¥20,699 1017977839 

第139巻 本光国師日記 第2  9784804617831  ¥13,499 ¥20,248 1017977840 

第140巻 本光国師日記 第3  9784804617848  ¥15,299 ¥22,950 1017977841 

第141巻 本光国師日記 第4  9784804617855  ¥14,300 ¥21,450 1017977842 

第142巻 本光国師日記 第5  9784804617862  ¥14,999 ¥22,499 1017977843 

文芸部（全9冊）  ¥118,296 ¥177,446 - 

第143巻 
貞和類聚租苑聠芳集 ; 新
撰貞和集  

9784804617879  ¥13,799 ¥20,699 1017977844 

第144巻 翰林五鳳集 第1  9784804617886  ¥13,799 ¥20,699 1017977845 

第145巻 翰林五鳳集 第2  9784804617893  ¥13,200 ¥19,800 1017977846 

第146巻 
翰林五鳳集 ―第3 ; 山林
風月集― 

9784804617909  ¥13,200 ¥19,800 1017977847 

第147巻 撰集抄 ; 発心集 ; 宝物集  9784804617916  ¥13,999 ¥20,999 1017977848 

第148巻 私聚百因縁集 . 三國傳記  9784804617923  ¥13,999 ¥20,999 1017977849 

第149巻 寂照堂谷響集 . 空華談叢  9784804617930  ¥14,300 ¥21,450 1017977850 

第150巻 塵添壒嚢鈔  9784804617947  ¥14,300 ¥21,450 1017977851 

第151巻 大日本佛教全書目録  9784804617954  ¥7,700 ¥11,550 1017977852 

別巻（全10冊） ¥59,890 ¥89,838 - 

第152巻 十卷抄 卷1  9784804617961  ¥5,399 ¥8,100 1017977853 

第153巻 十卷抄 卷2  9784804617978  ¥5,799 ¥8,698 1017977854 

第154巻 十卷抄 卷3  9784804617985  ¥5,799 ¥8,698 1017977855 

第155巻 十卷抄 卷4  9784804617992  ¥5,399 ¥8,100 1017977856 

第156巻 十卷抄 卷5  9784804618005  ¥6,099 ¥9,149 1017977857 

第157巻 十卷抄 卷6  9784804618012  ¥6,399 ¥9,599 1017977858 

第158巻 十卷抄 卷7  9784804618029  ¥5,799 ¥8,698 1017977859 

第159巻 十卷抄 卷8  9784804618036  ¥6,399 ¥9,599 1017977860 

第160巻 十卷抄 卷9  9784804618043  ¥6,699 ¥10,048 1017977861 

第161巻 十卷抄 卷10  9784804618050  ¥6,099 ¥9,149 1017977862 

2020年2月 

大日本佛教全書（全161巻）全巻一覧 
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● 表示価格は税抜きです。 

書名 冊子版ISBN 
同時１アクセス

（本体） 
同時３アクセス

（本体） 
商品コード 書名 冊子版ISBN 

同時１アクセス
（本体） 

同時３アクセス
（本体） 

商品コード 

華厳部章疏 1 （1） 9784804619194 ¥31,350 ¥47,025 1025800342 方等部章疏 5 （25） 9784804619439 ¥25,575 ¥38,362 1025800366 

華厳部章疏 2 （2） 9784804619200 ¥33,000 ¥49,500 1025800343 密経部章疏 上2 （26） 9784804619446 ¥27,225 ¥40,837 1025800367 

三論宗章疏 （3） 9784804619217 ¥28,875 ¥43,312 1025800344 唯識論章疏 1 （27） 9784804619453 ¥23,100 ¥34,650 1025800368 

華厳部章疏之餘・方等部章疏1 
（4） 

9784804619224 ¥31,350 ¥47,025 1025800345 法華部章疏 2 （28） 9784804619460 ¥21,450 ¥32,175 1025800369 

三論宗章疏之餘・法相宗章疏1 
（5） 

9784804619231 ¥28,875 ¥43,312 1025800346 
三論章疏之餘・掌珍智度宗輪
論章疏 （29） 

9784804619477 ¥28,050 ¥42,075 1025800370 

方等部章疏 2 （6） 9784804619248 ¥29,700 ¥44,550 1025800347 法華部章疏 3 （30） 9784804619484 ¥27,225 ¥40,837 1025800371 

華厳浄土論章疏 （7） 9784804619255 ¥28,875 ¥43,312 1025800348 理趣経釈章疏 （31） 9784804619491 ¥25,575 ¥38,362 1025800372 

曹洞宗章疏 （8） 9784804619262 ¥28,050 ¥42,075 1025800349 密経部章疏 下1 （32） 9784804619507 ¥23,925 ¥35,887 1025800373 

法相宗章疏 2 （9） 9784804619279 ¥29,700 ¥44,550 1025800350 唯識論章疏 2 （33） 9784804619514 ¥23,100 ¥34,650 1025800374 

方等部章疏 3 （10） 9784804619286 ¥31,350 ¥47,025 1025800351 方等部章疏 6 （34） 9784804619521 ¥23,100 ¥34,650 1025800375 

戒律宗章疏 1 （11） 9784804619293 ¥28,050 ¥42,075 1025800352 般若部章疏 （35） 9784804619538 ¥25,575 ¥38,362 1025800376 

方等部章疏 4 （12） 9784804619309 ¥28,875 ¥43,312 1025800353 密経部章疏 下2 （36） 9784804619545 ¥23,100 ¥34,650 1025800377 

戒律宗章疏 2 （13） 9784804619316 ¥28,875 ¥43,312 1025800354 修験道章疏 2 （37） 9784804619552 ¥23,925 ¥35,887 1025800378 

真言密教論章疏 上 （14） 9784804619323 ¥33,825 ¥50,737 1025800355 修験道章疏 3 （38） 9784804619569 ¥23,925 ¥35,887 1025800379 

戒律宗章疏 3 （15） 9784804619330 ¥29,700 ¥44,550 1025800356 
金七十論章疏・勝宗十句義論
章疏・六合釈章疏 （39） 

9784804619576 ¥22,275 ¥33,412 1025800380 

真言密教論章疏 下 （16） 9784804619347 ¥33,000 ¥49,500 1025800357 華厳宗章疏 上 （40） 9784804619583 ¥25,575 ¥38,362 1025800381 

修験道章疏 1 （17） 9784804619354 ¥25,575 ¥38,362 1025800358 大乗律章疏 3 （41） 9784804619590 ¥23,100 ¥34,650 1025800382 

法華部章疏 1 （18） 9784804619361 ¥31,350 ¥47,025 1025800359 華厳宗章疏 下 （42） 9784804619606 ¥23,925 ¥35,887 1025800383 

大乗律章疏 1 （19） 9784804619378 ¥26,400 ¥39,600 1025800360 天台宗密教章疏 1 （43） 9784804619613 ¥21,450 ¥32,175 1025800384 

三論章疏 1 （20） 9784804619385 ¥25,575 ¥38,362 1025800361 天台宗顕教章疏 1 （44） 9784804619620 ¥22,275 ¥33,412 1025800385 

大乗律章疏 2 （21） 9784804619392 ¥27,225 ¥40,837 1025800362 天台宗密教章疏 2 （45） 9784804619637 ¥23,100 ¥34,650 1025800386 

大乗律章疏之餘・小乗律章疏 
（22） 

9784804619408 ¥27,225 ¥40,837 1025800363 天台宗顕教章疏 2 （46） 9784804619644 ¥22,275 ¥33,412 1025800387 

諸大乗論章疏 （23） 9784804619415 ¥27,225 ¥40,837 1025800364 真言宗事相章疏 （47） 9784804619651 ¥23,925 ¥35,887 1025800388 

密経部章疏 上1 （24） 9784804619422 ¥26,400 ¥39,600 1025800365 天台宗密教章疏 3 （48） 9784804619668 ¥24,750 ¥37,125 1025800389 

日本仏教の研究上、必要不可欠な文献の集大成 電子にて新規配信!! 

全48冊 揃価格 
（分売可） 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体）  

 ¥1,277,925 ¥1,916,887 

＜商品コード 1025800341＞ 

日本大蔵経編纂会 編 
2016年 発行 

2020年2月 
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● 表示価格は税抜きです。 

昭和新纂國譯大藏經 全48巻 
昭和新纂国訳大蔵経編輯部 編 2009年 発行 

書名 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 書名 冊子版ISBN 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

經典部 (全12巻) ￥161,150 ￥241,724 - 宗典部 (全22巻) ￥304,810 ￥457,213 - 

法華三部經 ―外五經―（經典部 第1巻） 9784804618289 ¥12,485  ¥18,727  1018853509 天台宗聖典 （宗典部 第1巻） 9784804618067 ¥12,870  ¥19,305  1018853475 

淨土三部經 ―外七經―（經典部 第2巻） 9784804618296 ¥13,750  ¥20,625  1018853510 眞言宗聖典 （宗典部 第2巻） 9784804618074 ¥13,475  ¥20,212  1018853476 

般若經第一 （經典部 第3巻） 9784804618302 ¥13,200  ¥19,800  1018853511 淨土宗聖典 （宗典部 第3巻） 9784804618081 ¥13,750  ¥20,625  1018853477 

般若經第二 ; 金光明經 （經典部 第4巻） 9784804618319 ¥13,750  ¥20,625  1018853512 眞宗聖典 （宗典部 第4巻） 9784804618098 ¥14,190  ¥21,285  1018853478 

涅槃經第一 （經典部 第5巻） 9784804618326 ¥13,310  ¥19,965  1018853513 曹洞宗聖典 （宗典部 第5巻） 9784804618104 ¥15,400  ¥23,100  1018853479 

涅槃經第二 ; 佛遺教經 ; 維麾經  
（經典部 第6巻） 

9784804618333 ¥13,750  ¥20,625  1018853514 臨濟宗聖典 （宗典部 第6巻） 9784804618111 ¥14,300  ¥21,450  1018853480 

楞伽經 ; 首楞嚴經 ; 圓覺經  
（經典部 第7巻） 

9784804618340 ¥12,485  ¥18,727  1018853515 日蓮宗聖典 （宗典部 第7巻） 9784804618128 ¥14,300  ¥21,450  1018853481 

眞言三部經 ; 解深密經  
（經典部 第8巻） 

9784804618357 ¥13,750  ¥20,625  1018853516 
華嚴宗・法相宗・律宗・融通念佛宗・
時宗聖典 （宗典部 第8巻） 

9784804618135 ¥13,475  ¥20,212  1018853482 

華嚴經 第一 （經典部 第9巻） 9784804618364 ¥13,200  ¥19,800  1018853517 日本支那淨土門聖典 （宗典部 第9巻） 9784804618142 ¥13,750  ¥20,625  1018853483 

華嚴經 第二 （經典部 第10巻） 9784804618371 ¥14,190  ¥21,285  1018853518 日本支那聖道門聖典 （宗典部 第10巻） 9784804618159 ¥13,970  ¥20,955  1018853484 

華嚴經 第三 （經典部 第11巻） 9784804618388 ¥13,970  ¥20,955  1018853519 法華玄義 （宗典部 第11巻） 9784804618166 ¥13,750  ¥20,625  1018853485 

因果經 ; 佛所行讃 ; 法句經  
（經典部 第12巻） 

9784804618395 ¥13,310  ¥19,965  1018853520 法華文句 （宗典部 第12巻） 9784804618173 ¥14,960  ¥22,440  1018853486 

論律部 (全12巻) ￥161,590 ￥242,384 - 摩訶止觀 （宗典部 第13巻） 9784804618180 ¥14,190  ¥21,285  1018853487 

倶舍論第一 （論律部 第1巻） 9784804618401 ¥13,970  ¥20,955  1018853497 探玄記 第一 （宗典部 第14巻） 9784804618197 ¥13,750  ¥20,625  1018853488 

倶舍論第二 ; 入阿毘達磨論 ; 異部宗輪
論 （論律部 第2巻） 

9784804618418 ¥12,485  ¥18,727  1018853498 探玄記 第二 （宗典部 第15巻） 9784804618203 ¥13,310  ¥19,965  1018853489 

大智度論 第一 （論律部 第3巻） 9784804618425 ¥13,750  ¥20,625  1018853499 探玄記 第三 （宗典部 第16巻） 9784804618210 ¥13,750  ¥20,625  1018853490 

大智度論 第二 （論律部 第4巻） 9784804618432 ¥13,310  ¥19,965  1018853500 
華嚴五教章 ; 十住心論 ; 三論玄義 
（宗典部 第17巻） 

9784804618227 ¥12,375  ¥18,562  1018853491 

大智度論 第三 （論律部 第5巻） 9784804618449 ¥13,310  ¥19,965  1018853501 法苑義林章 （宗典部 第18巻） 9784804618234 ¥13,475  ¥20,212  1018853492 

大智度論 第四 （論律部 第6巻） 9784804618456 ¥12,870  ¥19,305  1018853502 大乘義章 第一 （宗典部 第19巻） 9784804618241 ¥13,750  ¥20,625  1018853493 

大智度論 第五 （論律部 第7巻） 9784804618463 ¥13,200  ¥19,800  1018853503 大乘義章 第二 （宗典部 第20巻） 9784804618258 ¥14,300  ¥21,450  1018853494 

大智度論第六 ; 中論 ; 百論 ; 十二門論 
（論律部 第8巻） 

9784804618470 ¥13,750  ¥20,625  1018853504 大乘義章 第三 （宗典部 第21巻） 9784804618265 ¥13,970  ¥20,955  1018853495 

成唯識論 ; 大乘起信論 ―外三書―
（論律部 第9巻） 

9784804618487 ¥12,485  ¥18,727  1018853505 
信心銘義解 ―他六書― 
（宗典部 第22巻） 

9784804618272 ¥13,750  ¥20,625  1018853496 

四分律 第一 （論律部 第10巻） 9784804618494 ¥13,970  ¥20,955  1018853506 解説部(全2巻) ￥27,060 ￥40,590 - 

四分律 第二 （論律部 第11巻） 9784804618500 ¥14,300  ¥21,450  1018853507 佛像解説 （解説部 第1巻） 9784804618524 ¥12,870  ¥19,305  1018853521 

四分律 第三 （論律部 第12巻） 9784804618517 ¥14,190  ¥21,285  1018853508 佛典解説 （解説部 第2巻） 9784804618531 ¥14,190  ¥21,285  1018853522 

大乗仏教の漢訳大蔵経を日本語訳した大蔵経
（一切経）の1つ。漢訳仏典の中から、日本の各
宗派と関連が深い主要な仏典を選んで編纂・
日本語訳している。 

全48冊 揃価格 

同時１アクセス（本体）  ¥654,610 

同時３アクセス（本体）  ¥981,911 

2020年2月 
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● 表示価格は税抜きです。 

正法眼蔵全講 全24巻 
岸澤 惟安 著 2004年 発行 

わが国仏教界の誇るべき宗教書であるに止まらず、世界的宗教書・哲
学書である道元禅師の主著『正法眼蔵』。 本全講は、大本山永平寺眼
蔵会の講師であった岸澤老師が、鳥取県願成寺で十余年にわたって
講義・提唱された席に、老師の門下であった門脇聴心居士が師の許し
を受けて常に列して速記・筆録し、解らないところは直接教えを乞い、
疑わしいところは直接質すなど惨憺たる辛苦のはてにまとめたものであ
り、その枚数は実に四百字詰原稿用紙で二万三千六百数十枚に達し
ました。その当時はまだ正法眼蔵全巻の提唱本はなく、まさに画期的
な願行でした。 

全24冊 揃価格 

同時1アクセス（本体）  ¥395,351 

同時3アクセス（本体）  ¥593,022 

書名 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 書名 冊子版ISBN 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

正法眼蔵全講 第1巻 9784804616018 ¥16,060  ¥24,090  1018853450 正法眼蔵全講 第13巻 9784804616131 ¥13,640  ¥20,460  1018853462 

正法眼蔵全講 第2巻 9784804616025 ¥15,092  ¥22,638  1018853451 正法眼蔵全講 第14巻 9784804616148 ¥16,280  ¥24,420  1018853463 

正法眼蔵全講 第3巻 9784804616032 ¥15,290  ¥22,935  1018853452 正法眼蔵全講 第15巻 9784804616155 ¥20,075  ¥30,112  1018853464 

正法眼蔵全講 第4巻 9784804616049 ¥15,895  ¥23,842  1018853453 正法眼蔵全講 第16巻 9784804616162 ¥19,470  ¥29,205  1018853465 

正法眼蔵全講 第5巻 9784804616056 ¥16,060  ¥24,090  1018853454 正法眼蔵全講 第17巻 9784804616179 ¥19,294  ¥28,941  1018853466 

正法眼蔵全講 第6巻 9784804616063 ¥13,750  ¥20,625  1018853455 正法眼蔵全講 第18巻 9784804616186 ¥15,895  ¥23,842  1018853467 

正法眼蔵全講 第7巻 9784804616070 ¥14,465  ¥21,697  1018853456 正法眼蔵全講 第19巻 9784804616193 ¥16,390  ¥24,585  1018853468 

正法眼蔵全講 第8巻 9784804616087 ¥16,555  ¥24,832  1018853457 正法眼蔵全講 第20巻 9784804616209 ¥15,895  ¥23,842  1018853469 

正法眼蔵全講 第9巻 9784804616094 ¥17,050  ¥25,575  1018853458 正法眼蔵全講 第21巻 9784804616216 ¥16,390  ¥24,585  1018853470 

正法眼蔵全講 第10巻 9784804616100 ¥18,370  ¥27,555  1018853459 正法眼蔵全講 第22巻 9784804616223 ¥16,555  ¥24,832  1018853471 

正法眼蔵全講 第11巻 9784804616117 ¥16,555  ¥24,832  1018853460 正法眼蔵全講 第23巻 9784804616230 ¥17,050  ¥25,575  1018853472 

正法眼蔵全講 第12巻 9784804616124 ¥17,380  ¥26,070  1018853461 正法眼蔵全講 第24巻 9784804616247 ¥15,895  ¥23,842  1018853473 

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 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

印度哲学宗教史 （第1巻） 1969 9784804616261 ¥11,699  ¥17,549  1017877847 

印度六派哲学 （第2巻） 1968 9784804616278 ¥13,499  ¥20,248  1017877848 

原始仏教思想論 （第3巻） 1968 9784804616285 ¥12,499  ¥18,748  1017877849 

阿毘達磨論の研究 （第4巻） 1968 9784804616292 ¥11,699  ¥17,549  1017877850 

小乗仏教思想論 （第5巻） 1968 9784804616308 ¥16,099  ¥24,149  1017877851 

大乗仏教思想論 （第6巻） 1967 9784804616315 ¥13,499  ¥20,248  1017877852 

木 村 泰 賢 全 集  木村 泰賢 著 

2020年2月 

全6巻 揃価格 
 同時1アクセス(本体)   同時3アクセス(本体)  

¥ 78,994 ¥118,491 
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● 表示価格は税抜きです。 2020年2月 

実習梵字悉曇講座 
同時1アクセス（本体） ¥22,000 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784804618913  

著編者名 孤嶋 由昌 発行年 2013 商品コード 1025424583 

大書きされた手本梵字に筆順を加え、梵字の書き方が基礎から分かる不朽の名著。 

曼荼羅図典 縮刷版 
同時1アクセス（本体） ¥22,000 

同時3アクセス（本体） ¥33,000 

冊子版ISBN 9784804613451  

著編者名 染川 英輔 発行年 2013 商品コード 1025424582 

密教の教えを美しく図示した両部曼荼羅。そこに描かれた全尊の的確な線描による白描図とともに、各尊ごとに種字・印相・三形を
図示し、密号・真言・解説を付したほか、「曼荼羅とは何か」の概説、胎蔵曼荼羅十二院、金剛界曼荼羅九会の解説も加えた画期的
な図典。 

彩色胎蔵曼荼羅 
同時1アクセス（本体） ¥55,000 

同時3アクセス（本体） ¥82,500 

冊子版ISBN 9784804611808  

著編者名 染川 英輔 発行年 2002 商品コード 1025424581 

平成8年の「金剛界曼荼羅」に続いて平成13年秋に完成した「胎蔵曼荼羅」―その全412尊を原画と同じ大きさでカラー印刷。一筆
一筆に全身全霊を込めて書き上げた荘重・華麗な密教絵画を机上で拝観できる豪華本。 

彩色金剛界曼荼羅 
同時1アクセス（本体） ¥49,500 

同時3アクセス（本体） ¥74,250 

冊子版ISBN 9784804611273  

著編者名 染川 英輔 発行年 1996 商品コード 1025424580 

仏画家・染川氏筆の十年余にわたる労作「絹本着色・金剛界曼荼羅」を間近に観ることができるよう全各尊を原画と同寸で掲載し、
さらに発願から白描・彩色に至るまでの完成の記録「制作の記」を併載。『曼荼羅図典』の姉妹書。 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時1 

アクセス 
(本体) 

同時 
3アクセス 

(本体) 
商品コード 

倶舎學概論 深浦 正文 2012 9784804618906 ¥19,998  ¥29,997  1027228643 

教史論 （唯識學研究 上巻） 深浦 正文 2011 9784804618883 ¥19,998  ¥29,997  1027228641 

教義論 （唯識學研究 下巻） 深浦 正文 2011 9784804618890 ¥29,997  ¥44,995  1027228642 
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高野大師行状図画 ―地蔵院蔵― 
同時1アクセス（本体） ¥95,700 

同時3アクセス（本体） ¥137,500 

冊子版ISBN 9784804690124  

著編者名 山本 智教 発行年 1990 商品コード 1025649051 

高野山地蔵院秘蔵の弘法大師絵巻『高野大師行状圖畫』は鎌倉時代から南北朝時代にかけて絵巻として製作され、絵も詞書も、
もっとも充実した完本として唯一のものです。これ程重要な大絵巻ですが、従来全巻を詞書も含めて全部紹介されたことも一般の
人々の目にふれることもありませんでした。その名品を書籍化した本書は全長７５ｍ余に及ぶ大絵巻をノーカットで完璧に再現した
ものです。 

本願寺親鸞聖人傳繪 
同時1アクセス（本体） ¥82,500 

同時3アクセス（本体） ¥121,000 

冊子版ISBN 9784804690018  

著編者名 宗昭 発行年 1989 商品コード 1025649050 

国の重要文化財に指定されております照願寺所蔵の『本願寺親鸞聖人傅繪』（原四巻）は、浄土真宗の開祖親鸞聖人の御生涯の
事蹟を絵巻物にあらわした、聖人曽孫本願寺第三世覚如上人の編述による大絵巻です。本書はその名品を書籍化したもので、
『親鸞聖人』の御事蹟はもとより、四季折々に描かれた風景、樹木、草花等の流麗な美しさは格別で、大和絵のもつ優雅な伝統美
を、遺憾なく伝えております。 



● 表示価格は税抜きです。 

在家仏教バックナンバー 
（1952年9月号～2017年5月号） 

戦後間もなくから発行されてきた月刊誌『在家仏教』が 
電子版で新規搭載！ 

1952年刊行の創刊号から2017年5月まで刊行の 

全777冊がコンプリート！ 

時代に相応し、在家の仏教の信仰の深みをだれにでも開き、 

教えてくれる雑誌で、幅広い購読層からご支持をいただいております。 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥550,000 ¥825,000 1027228644 
※各巻号ごとの販売も承ります。詳細はお問い合わせください。 

2020年2月 
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● 表示価格は税抜きです。 

南伝大蔵経 

※各巻の詳細は次頁をご覧ください。 

高楠 順次郎 監修 

※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

 南伝大蔵経は、釈尊当時の日常語であるパーリ語を以て
記され、ビルマ-タイ-セイロン等の南方に伝えられた。原始
的な匂いをもつ釈尊教団の直接資料や、南方の生きた仏教
を提供するパーリ語一切経日本語訳の読める大蔵経である。 
ここには釈尊の教えが生のまま、特に戒律は厳しく説かれて
おり、素朴で親しみ易い原始仏教の一大宝庫。 

各巻価格 同時１アクセス(本体) ：¥10,340 同時３アクセス(本体) ：¥15,510 

全65巻（70冊） 
 揃価格 
（分売可） 

同時1アクセス（本体） 同時3アクセス（本体） 

¥723,800 ¥1,085,700 

※本商品は目次のみが検索対象となっております。 

南伝大蔵経総目録  
 ―パーリ原典対照― 

同時1アクセス(本体) ¥13,200 

同時3アクセス(本体) ¥19,800 

冊子版ISBN 9784804300160  

著編者名 大蔵出版編集部 発行年 2004 商品コード 1027327780 

『南伝大蔵経』全65巻70冊の総目次とこれに対応したパーリ原典の総目次を掲げ、それぞれの収載巻・ページ数を
左右見開きで示した便利な総目録。 

2020年2月 

大蔵出版 
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丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当 
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp 
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く） 

● 表示価格は税抜きです。 
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書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

律蔵 1 （第1巻） 2003 9784804396019 1027327781 

律蔵 2 （第2巻） 2003 9784804396026 1027327782 

律蔵 3 （第3巻） 2003 9784804396033 1027327783 

律蔵 4 （第4巻） 2003 9784804396040 1027327784 

律蔵 5 （第5巻） 2003 9784804396057 1027327785 

長部経典 1 （第6巻） 2002 9784804396064 1027327786 

長部経典 2 （第7巻） 2002 9784804396071 1027327787 

長部経典 3 （第8巻） 2002 9784804396088 1027327788 

中部経典 1 （第9巻） 2002 9784804396095 1027327789 

中部経典 2 （第10巻） 2002 9784804396101 1027327790 

中部経典 3 （第11巻上） 2002 9784804396118 1027327791 

中部経典 4 （第11巻下） 2002 9784804396125 1027327792 

相応部経典 1 （第12巻） 2002 9784804396132 1027327793 

相応部経典 2 （第13巻） 2002 9784804396149 1027327794 

相応部経典 3 （第14巻） 2002 9784804396156 1027327795 

相応部経典 4 （第15巻） 2002 9784804396163 1027327796 

相応部経典 5 （第16巻上） 2002 9784804396170 1027327797 

相応部経典 6 （第16巻下） 2002 9784804396187 1027327798 

増支部経典 1 （第17巻） 2002 9784804396194 1027327799 

増支部経典 2 （第18巻） 2002 9784804396200 1027327800 

増支部経典 3 （第19巻） 2002 9784804396217 1027327801 

増支部経典 4 （第20巻） 2002 9784804396224 1027327802 

増支部経典 5 （第21巻） 2002 9784804396231 1027327803 

増支部経典 6 （第22巻上） 2003 9784804396248 1027327804 

増支部経典 7 （第22巻下） 2003 9784804396255 1027327805 

小部経典 1 （第23巻） 2001 9784804396262 1027327806 

小部経典 2 （第24巻） 2001 9784804396279 1027327807 

小部経典 3 （第25巻） 2001 9784804396286 1027327808 

小部経典 4 （第26巻） 2001 9784804396293 1027327809 

小部経典 5 （第27巻） 2001 9784804396309 1027327810 

小部経典 6 （第28巻） 2001 9784804396316 1027327811 

小部経典 7 （第29巻） 2001 9784804396323 1027327812 

小部経典 8 （第30巻） 2001 9784804396330 1027327813 

小部経典 9 （第31巻） 2001 9784804396347 1027327814 

小部経典 10 （第32巻） 2001 9784804396354 1027327815 

書名 発行年 冊子版ISBN 商品コード 

小部経典 11 （第33巻） 2001 9784804396361 1027327816 

小部経典 12 （第34巻） 2001 9784804396378 1027327817 

小部経典 13 （第35巻） 2001 9784804396385 1027327818 

小部経典 14 （第36巻） 2001 9784804396392 1027327819 

小部経典 15 （第37巻） 2001 9784804396408 1027327820 

小部経典 16 （第38巻） 2001 9784804396415 1027327821 

小部経典 17 （第39巻） 2002 9784804396422 1027327822 

小部経典 18 （第40巻） 2002 9784804396439 1027327823 

小部経典 19 （第41巻） 2002 9784804396446 1027327824 

小部経典 20 （第42巻） 2002 9784804396453 1027327825 

小部経典 21 （第43巻） 2002 9784804396460 1027327826 

小部経典 22 （第44巻） 2002 9784804396477 1027327827 

法集論 （第45巻） 2003 9784804396484 1027327828 

分別論 1 （第46巻） 2003 9784804396491 1027327829 

分別論 (2) ; 界論 ; 人施設論  
（第47巻） 

2003 9784804396507 1027327830 

双論 1 （第48巻上） 2003 9784804396514 1027327831 

双論 2 （第48巻下） 2003 9784804396521 1027327832 

双論 3 （第49巻） 2003 9784804396538 1027327833 

発趣論 1 （第50巻） 2003 9784804396545 1027327834 

発趣論 2 （第51巻） 2003 9784804396552 1027327835 

発趣論 3 （第52巻） 2003 9784804396569 1027327836 

発趣論 4 （第53巻） 2003 9784804396576 1027327837 

発趣論 5 （第54巻） 2003 9784804396583 1027327838 

発趣論 6 （第55巻） 2003 9784804396590 1027327839 

発趣論 7 （第56巻） 2003 9784804396606 1027327840 

論事 1 （第57巻） 2003 9784804396613 1027327841 

論事 2 （第58巻） 2003 9784804396620 1027327842 

弥蘭王問経 1 （第59巻上） 2003 9784804396637 1027327843 

弥蘭王問経 2 （第59巻下） 2003 9784804396644 1027327844 

島王統史 ; 大王統史  
（第60巻） 

2004 9784804396651 1027327845 

小王統史 （第61巻） 2004 9784804396668 1027327846 

清浄道論 1 （第62巻） 2004 9784804396675 1027327847 

清浄道論 2 （第63巻） 2004 9784804396682 1027327848 

清浄道論 3 （第64巻） 2004 9784804396699 1027327849 

一切善見律註序 ; 摂阿毘達磨
義論 ; 阿育王刻文 （第65巻） 

2004 9784804396705 1027327850 

南伝大蔵経 全65巻（70冊） 全巻一覧 

2020年2月 

各巻価格 同時1アクセス(本体) ：¥10,340 同時3アクセス(本体) ：¥15,510 
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