
ご注文・お問合わせ

東方書店業務センター 　TEL: 03-3937-0300 FAX: 03-3937-0955 E-mail: tokyo@toho-shoten.co.jp
東方書店関西支社　　　 TEL: 06-6337-4760 FAX: 06-6337-4762 E-mail: kansai@toho-shoten.co.jp

日本道教学会 第73回大会　東方書店販売書籍のご案内

東方書店の出版物および輸入中文書籍のご案内です。
メ ー ル（tokyo@toho-shoten.co.jp）、WEB（【 中 国・ 本 の 情 報 館 】 https://www.toho-shoten.co.jp/）、 ま た は
FAX（03-3937-0955) でお申し込みください。

掲載されている書籍は、記載価格の 2 割引き ・ 送料サービスでご提供いたします。
ただし、お支払い方法の代金引換をご選択された場合には、代引手数料（300 円）がかかります。
下記、【お支払方法】の〔代金引換〕の項をご確認ください。

※表示価格は全て税込み価格です。
※発送まで数日～ 1 週間ほど要します。お急ぎの場合は別途ご相談ください。
※近刊もしくは在庫切れの輸入書籍は海外よりお取り寄せします。その場合は発注前にメールでご連絡いたします。
※ WEB サイトの価格は、システムの都合上、学会特価を表示することができません。また、送料も 550 円と記載さ

れます。 ご注文時に、 通信欄に日本中国学会の注文であることを必ず明記してください。  送品の際に学会特価・
送料サービスにてご提供させていただきます。

※学会特価期限は 2022 年 11 月 30 日（水）の注文までとさせていただきます。

【お支払方法】
公費による支払い、クレジットカード決済、代金引換（代引手数料 300 円）がご利用いただけます。

〔公費のご注文〕
公費でのご注文承ります。お支払い方法「法人払い」をご選択ください。備考欄にご所属先をご記入ください。

〔クレジットカード決済〕
ご注文受付後、折り返しクレジットカード決済用 URL をお送りいたします。手順に沿って決済手続きを行ってくださ
い。決済手続き完了後、商品を発送させていただきます。領収証がご入用の場合は、ご注文時の備考欄に「領収証希望」、

「指定の宛名」を明記してください。

〔代金引換〕
商品お届けの際に、宅配業者に代金をお支払いいただく方法です。代引手数料（300 円）は、お客様のご負担となります。
ご了承ください。領収書がご入用の場合は、ご注文時の備考欄に「領収書希望」、「指定の宛名」を明記してください。

※上記以外の決済方法をご希望の方は、備考欄にご記入ください。

【お問い合わせ】
お支払方法やご注文方法などについてのお問い合わせは、下記までご連絡ください。

 　E-mail  ：tokyo@toho-shoten.co.jp
 　電　話：03-3937-0300

https://www.toho-shoten.co.jp/
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No. コード 書名 著者名 出版社　 税込価格

【東方書店出版物】

1 漢帝国の遺産　道教の勃興 ／東方学術翻訳叢書 姜生／三浦國雄，田訪  監訳 東方書店 8,800 円

2 道教と科学技術 ／東方学術翻訳叢書 姜生／三浦國雄  訳 東方書店 7,150 円

3 中国は“中国”なのか　「宅茲中国」のイメージと

現実 ／東方学術翻訳叢書

葛兆光／橋本昭典  訳 東方書店 5,500 円

4 ベトナムにおける「二十四孝」の研究 佐藤トゥイウェン 東方書店 7,700 円

5 道教の聖地と地方神 土屋昌明，ヴァンサン・ゴーサール 東方書店 5,060 円

6 唐代社会と道教 遊佐昇 東方書店 5,500 円

7 道教と東南アジア華人社会  その信仰と親族的結合 坂出祥伸 東方書店 1,870 円

8 道教と中国文化　【OD 版】 葛兆光／坂出祥伸，大形徹  訳 東方書店 5,720 円

9 老子 ／馬王堆出土文献訳注叢書 池田知久 東方書店 7,040 円

10 五行・九主・明君・徳聖　老子甲本巻後古佚書 ／

馬王堆出土文献訳注叢書

齋木哲郎 東方書店 5,060 円

11 戦国縦横家書 ／馬王堆出土文献訳注叢書 大西克也，大櫛敦弘 東方書店 4,620 円

12 胎産書・雑禁方・天下至道談・合陰陽方・十問 ／

馬王堆出土文献訳注叢書

大形徹 東方書店 5,500 円

13 却穀食気・導引図・養生方・雑療方 ／馬王堆出土

文献訳注叢書

白杉悦雄，坂内栄夫 東方書店 4,620 円

14 五十二病方 ／馬王堆出土文献訳注叢書 小曽戸洋，長谷部英一，町泉寿郎 東方書店 5,280 円

馬王堆出土文献訳注叢書

15 　易 （上）　六十四卦

16 　易 （下）　二三子問篇・繫辭篇・衷篇・要篇・繆和篇・昭力篇
 

  池田知久，李承律 著／東方書店／ 2022 年 10 月／ A5 判・上製 各 8,250 円
　　

「馬王堆出土文献訳注叢書」は、中国湖南省長沙市郊外の馬王堆から出土した文献に日本人向けに
訓読・注釈・現代語訳を付す。本書『易』巻は、上下二冊から成る。馬王堆『易』の構成に従って『六十四
卦』とそれに関連する部分を上冊とし、『易傳』六篇（二三子問篇・繫辭篇・衷篇・要篇・繆和篇・
昭力篇）とそれに関連する部分を下冊とした。

馬王堆漢墓帛書『易』の『六十四卦』の占いとは、遅くとも中国戦国時代の後期以前の、上は王公から下は庶

民に至るまでの一般の人々にとって、生活上に起こるありとあらゆる事柄の吉凶を占うものであった。　…（略）

…　以上に挙げた高度な諸思想、特に儒教の高度な道徳思想・政治思想が思想界（士大夫階級の知識社会）か

ら『易』の中にまとまった形で持ちこまれるのは、今日残っている資料で見る限りでは、本書の馬王堆『易傳』

六篇（二三子問篇・繫辭篇・衷篇・要篇・繆和篇・昭力篇）が最も早いものである。そのような意味で、馬王

堆『易』の『六十四卦』と『易傳』六篇の意義は劃期的であり、どんなに強調しても強調しすぎることはない。

これ以後これを基にして、通行本のような上經と下經とから成る『周易』の経文が整理されていったし、また

「十翼」の十傳十篇も次々と形成されることになったからである。　（「始めに」より）

―― シリーズ最新刊、10月下旬刊行 !! ――

＊価格は消費税 10％込みで表示しております

← 本ページの掲載書籍をご覧いただけます
　 https://bit.ly/3r4QJts

https://bit.ly/3r4QJts
https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/codes?keyword=4497222145,4497222152&bookType=jp&orderType=0&offset=0&current=0
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No. コード 書名 著者名 出版社　 税込価格

【輸入書籍】

17 097164 化書 ／道教典籍選刊 〔五代〕譚峭  撰　丁禎彦，李

似珍  點校

中华书局 1,408 円

18 075947 老子指歸 ／道教典籍選刊 〔漢〕嚴遵  著　王德有  點校 中华书局 2,310 円

19 480854 性命圭旨校注 ／道教典籍選刊 汪登偉  校注 中华书局 3,465 円

20 474419 北大漢簡老子譯注 吳文文  撰 中华书局 4,862 円

21 469579 敦煌寫本功德記輯釋 劉瑤瑤  輯釋 西南交通大 5,709 円

22 473019 游真贊道 ：道教研究的新視域（文化卷） ／華人文

化主體性研究叢書

謝世維，方韻慈  主編 臺灣新文豐 6,050 円

23 475333 真儀遊虛 ：道教研究的新視域（儀式卷） ／華人文

化主體性研究叢書

謝世維，方韻慈  主編 臺灣新文豐 6,655 円

24 471734 中国道教写本经藏 刘志 社科文献 8,448 円

25 480139 耽玄与尘居 ：唐宋道教思想与社会研究 程乐松 宗教文化 8,448 円

26 473456 道教时日禁忌研究 廖宇 社科文献 8,448 円

27 481982 道藏说略（增订本）　上、中、下 朱越利  主编 北京联合 18,040 円

28 205273 中国民间宗教史　上、下 马西沙，韩秉方 社会科学 13,068 円

29 466076 山東道教碑刻集・肥城卷 趙衛東，王新華，張彬  等  編 齐鲁书社 14,520 円

30 474465 丝路遗迹・宗教篇（上） 陈同滨，陈凌  主编 建筑工业 16,940 円

31 474464 丝路遗迹・宗教篇（下） 陈同滨，陈凌  主编 建筑工业 13,068 円

32 469365 宝鸡道教碑石记 ／中国社会科学院老年学者文库 吴受琚  编著 社科文献 21,890 円

33 467050 中国主要宗教研究论著提要（１９４９－２０１６） 

／中国社会科学院老学者文库

王子华，何险峰  主编 社会科学 28,490 円

34 472851 冥通記・養性延命録・古今刀劍録・鬼谷子注・陶

貞白集 ／金陵全書

〔南朝梁〕陶弘景  撰・纂・注 南京 44,000 円

35 472850 爾雅注・方言注・山海經傳・葬經・穆天子傳注 ／

金陵全書

〔晉〕郭璞　著・傳・撰 南京 44,000 円

36 475411 湖南道士和法師的神化 ：新化縣道教神像微觀歷史 

上、下 ／中國宗教研究特刊

范華 臺灣新文豐 50,094 円

37 476157 道家与道教研究著作提要集成（１９０１－

２０１７）　１－６

詹石窗  总主编 国图 44,000 円

38 472999 敦煌服饰文化图典・初唐卷 刘元风，赵声良  主编 纺织 48,400 円

39 479423 吐魯番出土文書補編 新疆維吾爾自治區博物館  編

　朱雷  著

巴蜀书社 59,400 円

40 465046 敦煌道教文獻合集　１ 王卡  主編 社科文献 67,716 円

41 465047 敦煌道教文獻合集　２ 王卡  主編 社科文献 62,766 円

42 470881 新修正統道藏總目提要　上、中、下 蕭登福 巴蜀书社 79,200 円

43 466041 道藏輯要・提要　上、中、下 黎志添  主編 香港中文大 95,590 円

44 473204 黃庭經文獻輯刊　１－１２ 尹志華，周全彬  主編 巴蜀书社 269,500 円

45 473203 黄帝阴符经文献集成　１－１２ 谢正强，周全彬  主编 巴蜀书社 269,500 円

46 476286 悟真篇文獻集成　１－２４ 周全彬，謝正強  主編 巴蜀书社 544,500 円

＊価格は消費税 10％込みで表示しております

← 本ページの掲載書籍をご覧いただけます
　 https://bit.ly/3r77OmB

https://bit.ly/3r77OmB

