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No.2018-236 

大蔵出版 

 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。 

南伝大蔵経 
新規搭載！ 

同時1アクセス（本体）￥723,800 同時3アクセス（本体）￥1,085,700 
全65巻（70冊）セット価格 

分売可（各巻の詳細は裏面をご覧ください。） 

高楠順次郎 監修 

『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。 

パーリ原典対照 南伝大蔵経総目録 大蔵出版編集部 

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       商品コード：1027327780  

(※)本商品は目次のみが検索対象となっております。 

(※)本商品は目次のみが検索対象となっております。 

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


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。 2018年4月 

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 

南伝大蔵経【第1巻 律蔵一】経分別一 2003 9784804396019 ¥10,340 ¥15,510 1027327781 

南伝大蔵経【第2巻 律蔵二】経分別二 2003 9784804396026 ¥10,340 ¥15,510 1027327782 

南伝大蔵経【第3巻 律蔵三】大品 2003 9784804396033 ¥10,340 ¥15,510 1027327783 

南伝大蔵経【第4巻 律蔵四】小品 2003 9784804396040 ¥10,340 ¥15,510 1027327784 

南伝大蔵経【第5巻 律蔵五】附随 2003 9784804396057 ¥10,340 ¥15,510 1027327785 

南伝大蔵経【第6巻 長部経典一】梵網経 等一四経 2002 9784804396064 ¥10,340 ¥15,510 1027327786 

南伝大蔵経【第7巻 長部経典二】大般涅槃経 等九経 2002 9784804396071 ¥10,340 ¥15,510 1027327787 

南伝大蔵経【第8巻 長部経典三】起世因本経 等一一経 2002 9784804396088 ¥10,340 ¥15,510 1027327788 

南伝大蔵経【第9巻 中部経典一】聖求経 等四〇経 2002 9784804396095 ¥10,340 ¥15,510 1027327789 

南伝大蔵経【第10巻 中部経典二】長爪経 等三六経 2002 9784804396101 ¥10,340 ¥15,510 1027327790 

南伝大蔵経【第11巻上 中部経典四】鴦掘摩経 等三四経 2002 9784804396118 ¥10,340 ¥15,510 1027327791 

南伝大蔵経【第11巻下 中部経典四】賢愚経 等四〇経 2002 9784804396125 ¥10,340 ¥15,510 1027327792 

南伝大蔵経【第12巻 相応部経典一】有偈篇 2002 9784804396132 ¥10,340 ¥15,510 1027327793 

南伝大蔵経【第13巻 相応部経典二】因縁篇 2002 9784804396149 ¥10,340 ¥15,510 1027327794 

南伝大蔵経【第14巻 相応部経典三】犍度篇 2002 9784804396156 ¥10,340 ¥15,510 1027327795 

南伝大蔵経【第15巻 相応部経典四】六処篇（第一～七） 2002 9784804396163 ¥10,340 ¥15,510 1027327796 

南伝大蔵経【第16巻上 相応部経典五】六処篇（第八以下） 2002 9784804396170 ¥10,340 ¥15,510 1027327797 

南伝大蔵経【第16巻下 相応部経典六】大篇 2002 9784804396187 ¥10,340 ¥15,510 1027327798 

南伝大蔵経【第17巻 増支部経典一】一～三集 2002 9784804396194 ¥10,340 ¥15,510 1027327799 

南伝大蔵経【第18巻 増支部経典二】四集 2002 9784804396200 ¥10,340 ¥15,510 1027327800 

南伝大蔵経【第19巻 増支部経典三】五集 2002 9784804396217 ¥10,340 ¥15,510 1027327801 

南伝大蔵経【第20巻 増支部経典四】六～七集 2002 9784804396224 ¥10,340 ¥15,510 1027327802 

南伝大蔵経【第21巻 増支部経典五】八集 2002 9784804396231 ¥10,340 ¥15,510 1027327803 

南伝大蔵経【第22巻上 増支部経典六】九集 2003 9784804396248 ¥10,340 ¥15,510 1027327804 

南伝大蔵経【第22巻下 増支部経典七】一〇～十一集 2003 9784804396255 ¥10,340 ¥15,510 1027327805 

南伝大蔵経【第23巻 小部経典一】法句経 等四経 2001 9784804396262 ¥10,340 ¥15,510 1027327806 

南伝大蔵経【第24巻 小部経典二】経集・天宮事経 2001 9784804396279 ¥10,340 ¥15,510 1027327807 

南伝大蔵経【第25巻 小部経典三】長老〔尼〕偈経 等三経 2001 9784804396286 ¥10,340 ¥15,510 1027327808 

南伝大蔵経【第26巻 小部経典四】譬喩経一 2001 9784804396293 ¥10,340 ¥15,510 1027327809 

南伝大蔵経【第27巻 小部経典五】譬喩経二 2001 9784804396309 ¥10,340 ¥15,510 1027327810 

南伝大蔵経【第28巻 小部経典六】本生経（一～五〇） 2001 9784804396316 ¥10,340 ¥15,510 1027327811 

南伝大蔵経【第29巻 小部経典七】本生経（五一～一五〇） 2001 9784804396323 ¥10,340 ¥15,510 1027327812 

南伝大蔵経【第30巻 小部経典八】本生経（一五一～二五〇） 2001 9784804396330 ¥10,340 ¥15,510 1027327813 

南伝大蔵経【第31巻 小部経典九】本生経（二五一～三五〇） 2001 9784804396347 ¥10,340 ¥15,510 1027327814 

南伝大蔵経【第32巻 小部経典十】本生経（三五一～四一六） 2001 9784804396354 ¥10,340 ¥15,510 1027327815 

南伝大蔵経【第33巻 小部経典十一】本生経（四一七～四六三） 2001 9784804396361 ¥10,340 ¥15,510 1027327816 

南伝大蔵経【第35巻 小部経典十二】本生経（四六四～四九六） 2001 9784804396378 ¥10,340 ¥15,510 1027327817 

南伝大蔵経【第35巻 小部経典十三】本生経（四九七～五二〇） 2001 9784804396385 ¥10,340 ¥15,510 1027327818 

南伝大蔵経【第36巻 小部経典十四】本生経（五二一～五三二） 2001 9784804396392 ¥10,340 ¥15,510 1027327819 

南伝大蔵経【第37巻 小部経典十五】本生経（五三三～五三九） 2001 9784804396408 ¥10,340 ¥15,510 1027327820 

南伝大蔵経【第38巻 小部経典十六】本生経（五四〇～五四五） 2001 9784804396415 ¥10,340 ¥15,510 1027327821 

南伝大蔵経【第39巻 小部経典十七】本生経（五四六～五四七） 2002 9784804396422 ¥10,340 ¥15,510 1027327822 

南伝大蔵経【第40巻 小部経典十八】無礙解道一 2002 9784804396439 ¥10,340 ¥15,510 1027327823 

南伝大蔵経【第41巻 小部経典十九】無礙解道二 2002 9784804396446 ¥10,340 ¥15,510 1027327824 

南伝大蔵経【第42巻 小部経典二十】大義釈一 2002 9784804396453 ¥10,340 ¥15,510 1027327825 

南伝大蔵経【第43巻 小部経典二十一】大義釈二 2002 9784804396460 ¥10,340 ¥15,510 1027327826 

南伝大蔵経【第44巻 小部経典二十二】小義釈 2002 9784804396477 ¥10,340 ¥15,510 1027327827 

南伝大蔵経【第45巻 法集論】（心生起品 等） 2003 9784804396484 ¥10,340 ¥15,510 1027327828 

南伝大蔵経【第46巻 分別論一】（蘊分別 等） 2003 9784804396491 ¥10,340 ¥15,510 1027327829 

南伝大蔵経【第47巻 分別論二・界論・人施設論】 2003 9784804396507 ¥10,340 ¥15,510 1027327830 

南伝大蔵経【第48巻上 双論一】（根双論 等） 2003 9784804396514 ¥10,340 ¥15,510 1027327831 

南伝大蔵経【第48巻下 双論二】（随眠双論 等） 2003 9784804396521 ¥10,340 ¥15,510 1027327832 

南伝大蔵経【第49巻 双論三】（心双論 等） 2003 9784804396538 ¥10,340 ¥15,510 1027327833 

南伝大蔵経【第50巻 発趣論一】（順三法発趣第一） 2003 9784804396545 ¥10,340 ¥15,510 1027327834 

南伝大蔵経【第51巻 発趣論二】（順三法発趣第二～八） 2003 9784804396552 ¥10,340 ¥15,510 1027327835 

南伝大蔵経【第52巻 発趣論三】（順三法発趣第九～二二） 2003 9784804396569 ¥10,340 ¥15,510 1027327836 

南伝大蔵経【第53巻 発趣論四】（順二法発趣第一～五四） 2003 9784804396576 ¥10,340 ¥15,510 1027327837 

南伝大蔵経【第54巻 発趣論五】（順二法発趣第五五～一〇〇） 2003 9784804396583 ¥10,340 ¥15,510 1027327838 

南伝大蔵経【第55巻 発趣論六】（順二法三法発趣） 2003 9784804396590 ¥10,340 ¥15,510 1027327839 

南伝大蔵経【第56巻 発趣論七】（順三法三法発趣） 2003 9784804396606 ¥10,340 ¥15,510 1027327840 

南伝大蔵経【第57巻 論事一】（第一品～五品） 2003 9784804396613 ¥10,340 ¥15,510 1027327841 

南伝大蔵経【第58巻 論事二】（第六品～二三品） 2003 9784804396620 ¥10,340 ¥15,510 1027327842 

南伝大蔵経【第59巻上 弥蘭王問経上】弥蘭王問経一 2003 9784804396637 ¥10,340 ¥15,510 1027327843 

南伝大蔵経【第59巻下 弥蘭王問経下】弥蘭王問経二 2003 9784804396644 ¥10,340 ¥15,510 1027327844 

南伝大蔵経【第60巻 島王統史・大王統史】（第一～三七章） 2004 9784804396651 ¥10,340 ¥15,510 1027327845 

南伝大蔵経【第61巻 小王統史】（第三七～一〇一章） 2004 9784804396668 ¥10,340 ¥15,510 1027327846 

南伝大蔵経【第62巻 清浄道論一】（第一品～七品） 2004 9784804396675 ¥10,340 ¥15,510 1027327847 

南伝大蔵経【第63巻 清浄道論二】（第八品～一三品） 2004 9784804396682 ¥10,340 ¥15,510 1027327848 

南伝大蔵経【第64巻 清浄道論三】（第一四品～二三品） 2004 9784804396699 ¥10,340 ¥15,510 1027327849 

南伝大蔵経【第65巻 (Ⅰ)一切善見律註序（第一～五）・(Ⅱ)摂阿毘達磨義論（摂心分別 等）・(Ⅲ)阿育王刻文（摩崖法勅 等）】 2004 9784804396705 ¥10,340 ¥15,510 1027327850 
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