
訓点語学会員様限定特別サイト開設のお知らせ!! 

 2021年オンライン書籍展示となりました、漢字情報システムは訓点語学会会

員様応援いたしたく下記の商品を表示価格より 2割引にて御提供いたします。

御検討いただけますと幸いでございます。2021年 9月 30日 漢字情報システ

ム 代表取締役 木村敏和 

 

（出版社 有限会社凱希メディアサービス）CD-ROM/DVD-ROM 版 

全点テキスト化、全文検索、コピーペースト、印刷可能。 
（全商品Windows XP/Vista/7/8/8.1/10＊32bit版 OS,64bit版 OS 及び MacOS10.4 Leopard 以後とも

に対応、全文検索、コピー、印刷可能）※価格は全て税込金額です。 

 

 

お問合せ、お申込みに関しまして 

電話 047-701-5772 kanjijoho@kzh.biglobe.ne.jp にお気軽にお申し付けください。 

お問合せの際は御氏名の記載は不要でございますので御安心ください。お申込みの際は下記

の情報をご教示いただけると幸いでございます。 

【1】御名前、【2】商品送付先住所、【3】電話番号(携帯可)、【4】御希望商品名【5】公費私

費の区分【6】必要書類および書類の宛名をご記入の上、送信お願い申し上げます。 

私費の場合は商品とともに郵便振込用紙（振込手数料弊社負担）を送付させていただきます

ので商品到着後の御支払となります。 

ご不明な点は、TEL 047-701-5772 担当 木村 にお気軽にお申し付けください。 

お申込み例 

【1】木村亜紀子 

【2】〒272-0822 千葉県市川市宮久保 3-12-3 漢字情報システム大学文学部史学科 

【3】047-701-5772 ※携帯電話番号も可 

【4】シリーズ（16）：宋會要輯稿＊Mac版ご希望の場合は「Mac版」とご指定ください。 

【5】公費 

【6】請求書、納品書、見積書各一通 日付必要 

宛「漢字情報システム大学文学部木村亜紀子」 

 

mailto:kanjijoho@kzh.biglobe.ne.jp


発売中のシリーズ叢書タイトル 

シリーズ（1）：全唐文（繁体字版） 
26,400 円

（税込） 

シリーズ（2）：全上古三代秦漢三國六朝文（繁体字版） 
24,200 円

（税込） 

シリーズ（3）：先秦漢魏晉南北朝詩／文選（繁体字版） 
26,400 円

（税込） 

シリーズ（4）：十三經（白文）／十三經注疏（繁体字版） 
35,200 円

（税込） 

シリーズ（5）：全唐詩（繁体字版） 
19,800 円

（税込） 

シリーズ（6）：唐代四大類書（繁体字版） 

        （藝文類聚、初学記、北堂書鈔、白孔六帖、六帖補） 

37,400 円

（税込） 

シリーズ（7）：全宋詞/全元曲（繁体字版） 
20,900 円

（税込） 

シリーズ（8）：佩文韻府/韻府拾遺（繁体字版） 
141,900

円（税込） 

シリーズ（9）：唐宋史料筆記叢刊（繁体字版） 
20,900 円

（税込） 

シリーズ（10）：郝敬撰－九部經解（繁体字図文版） 
20,900 円

（税込） 

シリーズ（11）：清実録（繁体字版） 
103,400

円（税込） 

シリーズ（12）：明実録（繁体字版） 
79,200 円

（税込） 

シリーズ（13）：元明史料筆記叢刊（繁体字版） 
20,900 円

（税込） 

シリーズ（14）：清代史料筆記叢刊（繁体字版） 
20,900 円

（税込） 

シリーズ（15）：正統道藏（繁体字版） 

（洞真部、洞玄部、洞神部、太玄部、太平部、 

太清部、正一部、續道藏） 

251,900

円（税込） 

シリーズ（16）：宋會要輯稿（繁体字版） 

※唐會要も収録しております。 

41,800 円

（税込） 



シリーズ（17）：歴代賦彙（繁体字版） 
24,200 円

（税込） 

シリーズ（18）：宋代三大類書（繁体字版） 

（冊府元亀、太平御覽、太平廣記） 

41,800 円

（税込） 

シリーズ（19）：歴代會要（繁体字版） 

(1)春秋會要、(2)西漢會要、(3)東漢會要、(4)三国會要、(5)南朝宋會要 

(6)南朝齊會要、(7)南朝梁會要、(8)南朝陳會要、(9)五代會要、(10)明會要 

82,500 円

（税込） 

シリーズ（20）：永楽大典(繁体字版) 
157,300

円（税込） 

シリーズ（21）：歴代詩話(繁体字版) 
41,800 円

（税込） 

シリーズ（22）：道藏輯要(繁体字版) 

『道藏輯要』は清康熙年間に長州進士である彭定求が編纂したもので、 

明代に出版された『正統道藏』以降の最も重要な道教経典叢書である。 

近代道教経典選集として最大のものだと言われているし、明清朝の道教

研究に不可欠の重要典籍でもあります。 『道藏輯要』は『正統道藏』に

収録されていない文献を多く収集しており、その数は１００種以上あり

ます。 使っている版文は賀龍驤氏が１９０６年に四川成都の二仙庵から

出版されている『重刊道藏輯要』で、 各種の道書二百九十七種を包括し

ているとするものである。 

103,400

円（税込） 

シリーズ（23）：明清會典(繁体字版) 

(1) 大明會典、(2)明會典、(3)欽定大清會典、(4)大清會典則例、(5) 大清

會典圖 

82,500 円

（税込） 

シリーズ（24）：歴代詩文総集：漢代至宋代篇(繁体字版) 
207,920

円（税込） 

シリーズ（25）：歴代詩文総集：金元明篇(繁体字版) 
207,920

円（税込） 

シリーズ（26）：金石史料新編(第一輯)(繁体字版) 
157,300

円（税込） 

シリーズ（27）：駢字類編(繁体字版) 
51,700 円

（税込） 

シリーズ（28）：歴代詩文総集 ：清代篇 (繁体字版)  
207,920

円（税込） 

シリーズ（29）：皇朝經世文篇(上)  
41,800 円

（税込） 



シリーズ（30）：二十五史(新校標点本) 

史記、漢書、後漢書、三国志、晋書、宋書、南斉書、梁書、陳書、魏書、

北斉書、周書、隋書、 南史、北史、旧唐書、新唐書、旧五代史、新五代

史、宋史、遼史、金史、元史、明史、清史稿 

72,600 円

（税込） 

シリーズ（31）：續四部叢刊(四部備要)363種、一万八百六十四巻、一億

二千三百万字 1920-1936 上海中華書局據文瀾文津閣本校刊本 

330,000

円（税込） 

シリーズ（32）：金石史料新編(第二輯)(繁体字版) 
115,500

円（税込） 

シリーズ（33）：清代五朝會典(繁体字版) 

(康熙朝、雍正朝、乾隆朝、嘉慶朝、光緒朝) 

198,000

円（税込） 

シリーズ（34）：《歴代詩文別集(漢代至明代篇)》775種 

165,000

円 

（税込） 

シリーズ（35）：《歴代詩文別集(清代上篇)》568種 

121,000

円 

（税込） 

シリーズ（36）：《歴代詩文別集(清代下至民国篇)》568種 

121,000

円 

（税込） 

シリーズ（37）：《歴代詩文評類》140種 
60,500 円 

（税込） 

 

  今回出版された《歴代詩文別集》は、主に續修四庫全書、四庫全書存目、禁毀四庫全書

及び四庫未収書の中に収録されております別集類からデジタル化したものです。 

重複を避けるため、四庫全書、四部叢刊及び四部備要に収録されている別集類は今回の《歴

代詩文別集》に収録されておりません。 

今回の《歴代詩文別集》には合計 1912 種文献が収録されており、《歴代詩文別集(漢代至明

代篇)》776種、《歴代詩文別集(清代上篇)》568種、《歴代詩文別集(清代下至民国篇)》568種

の３文献に分かれております。 

 

シリーズ（38）：《中國歴代石刻史料彙編》 
57,200 円

（税込） 

 

シリーズ（39）：《中國歴代填詞・詩餘》 
60,500 円

（税込） 



シリーズ（40）：《中國歴代戯曲(上)》 
60,500 円

（税込） 

シリーズ（41）：1919年版四部叢刊電子版 

初編 324種、続編 76種、三編 71種 合計 471種 

330,000

円（税込） 

シリーズ（42）：《古今圖書集成》 
165,000

円（税込） 

シリーズ（43）：大英図書館藏敦煌文献(上) 
104,500

円（税込） 

シリーズ（44）：法國國家圖書館藏敦煌文献(上) 
104,500

円（税込） 

シリーズ（45）：《元雑劇選(上)》 

 

55,000 円

（税込） 

シリーズ（46）：《清代起居注冊-同治編》 
38,500 円

（税込） 

シリーズ（47）：《聯話叢編》(繁体字版) 

 

26,400 円

（税込） 

シリーズ（48）：《懐徳堂文庫》 
38,500 円

（税込） 

シリーズ（49）：《古本戯曲叢刊初集》 
60,500 円

（税込） 

シリーズ（50）：《古本小説集成第一輯》 
60,500 円

（税込） 

シリーズ（51）：《清代朱巻上集会試巻》 
64,900 円

（税込） 

シリーズ（52）：《清代朱巻中集郷試巻》 
104,500

円（税込） 

シリーズ（53）：《清代朱巻下集五貢巻》 

 

60,500 円

（税込） 

シリーズ（54）：《古本小説集成第二輯》 

 

60,500 円

（税込） 

シリーズ（55）：《皇朝經世文編（中）》 

邵之棠輯《皇朝經世文統編》、何良棟編《皇朝經世文四編》 

甘韓編《皇朝經世文編續集》、求實齋主人輯《皇朝經世文編五集》 

41,800 円

（税込） 



  

シリーズ（56）：《大清搢紳全書(繁体字図文版)》 
71,500 円

（税込） 

シリーズ（57）：《古本小説集成第三輯》 

異說《古本小说集成》(第三辑)は宋、元、明、清四代の代表的な白話小説

及び重要な文言小説、計 99種を収録し 160冊となりました。 演義、公

案、時事、武侠、言情、神怪、艶情など代表性があり、みずからが一派

を成しております。 版本も特色があり、海外各図書館蔵の善本、孤本、

抄本、稀本を網羅しました。 

 

60,500 円

（税込） 

シリーズ（58）：《古本小説集成第四輯》 

計 100種収録、160冊。 

 

60,500 円

（税込） 

シリーズ（59）：《古本小説集成第五輯》 

書目：京本通俗小說(殘), 東坡佛印禪師語錄問答,覓燈因話,國朝憲臺折獄

蘇冤神明(殘),拍案驚奇, 刻拍案驚奇,型世言,石點頭,閃電窗,集詠樓,醒世

姻緣傳,西遊原旨,三寶太監西洋記,金石緣,意中緣, 錦繡衣(殘),換夫妻,雅

觀褸全傳,九尾龜,海公大紅袍全傳,綠牡丹全傳,三國志傳(湯學士校本),列國

志輯要,鎮海春秋(殘),安南一統志,諧鐸,虞初新志,花陣綺言 

合計 28種 

60,500 円

（税込） 

シリーズ（60）：《古本戯曲叢刊第二輯》 

『古本戯曲叢刊』は戯曲作品集となっております。 1954年から 1958年

に初集・二集・四集を上海商務印書館が出版、三集は文学古籍出版社に

よって出版。 前四集は元・明・清の雑劇総集及び選集 376種が収録され

ております。 1964年中華書局により九集が編纂され、宮廷大戯 10種を

収録し出版されました。 1985 年上海古籍出版社によって明・清の伝奇

劇目 85 種附 2 種を収録し、五集として出版された。今回は二集をデジ

タル化しました。 

60,500 円 

 

 

 

 

 

 

 



 

（出版社 有限会社凱希メディアサービス）CD-ROM/DVD-ROM 版 

全点テキスト画面化、全文検索、コピーペースト、印刷可能。 

(全商品 Windows XP / Vista / 7 / 8/ 8.1/10＊32bit 版 OS,64bit 版 OS 及び 

MacOS10.4 Leopard 版以後ともに対応、全文検索、コピー、印刷可能)※価格は全て

税込金額です。 

 

     

 

お問合せ、お申込みに関しまして 

電話 047-701-5772 kanjijoho@kzh.biglobe.ne.jp にお気軽にお申し付けください。 

お問合せの際は御氏名の記載は不要でございますので御安心ください。お申込みの際は下記

の情報をご教示いただけると幸いでございます。 

【1】御名前、【2】商品送付先住所、【3】電話番号(携帯可)、【4】御希望商品名【5】公費私

費の区分【6】必要書類および書類の宛名をご記入の上、送信お願い申し上げます。 

私費の場合は商品とともに郵便振込用紙（振込手数料弊社負担）を送付させていただきます

ので商品到着後の御支払となります。 

ご不明な点は、TEL 047-701-5772 担当 木村 にお気軽にお申し付けください。 

 

お申込み例 

【1】木村亜紀子 

【2】〒272-0822 千葉県市川市宮久保 3-12-3 漢字情報システム大学文学部日本文学科  

【3】047-701-5772 （携帯電話番号も可） 

【4】シリーズ 7 國史大系 ※Mac版をご希望の場合はMac版とご指定ください。 

【5】公費 

【6】請求書、納品書、見積書各一通 日付必要 

宛「漢字情報システム大学文学部木村亜紀子」 
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シリーズ 1 六国史 58,300 円 

（日本書紀、続日本紀、日本後紀、続日本後紀、日本文徳天皇実録、日本三大実録） 

＊慶長 15年版本 

 

シリーズ 2本朝文粹註釋 47,300 円 

＊大正 11年京都内外出版柿村重松註本 

 

シリーズ 3 日本漢詩第一輯（江戸 I） 39作品 55,000円 

シリーズ 4 日本漢詩第二輯（江戸 II） 39作品 55,000円 

シリーズ 5 日本漢詩第三輯（江戸後期、明治初期） 38作品 55,000 円 

シリーズ 6 日本漢詩第四輯（明治後期、大正） 41作品 55,000円 

日本漢詩 4タイトルは名古屋大学教授加藤国安先生監修です。 

 

シリーズ 7 國史大系 70,400 円 

黒板勝美校訂経済雑誌社版 

 

シリーズ 8 賴山陽全書 69,300 円 

（賴山陽全傳、賴山陽全集、賴山陽文集、賴山陽詩集、賴山陽日記） 

 

シリーズ 9 倭名類聚鈔附新撰字鏡 38,500円 

＊二十巻慶安版本 

 

シリーズ 10 國史大系續 70,400 円 

黒板勝美校訂経済雑誌社版 

 

シリーズ 11 日本漢詩紀行篇第一輯 55,000円 

 

シリーズ 12 日本漢詩紀行篇第二輯 55,000円 

 

シリーズ 13 日本漢詩《秋田漢詩文》(図文字版) 27,500円 

石川三佐男先生（秋田大学名誉教授・文学博士）監修 

 

シリーズ 14 日本漢詩《明治詩文》(図文字版) 55,000 円  

監修：東洋大学名誉教授 吉田公平先生、名古屋大学教授 加藤國安先生 

 

 

 

 



シリーズ 15 古事類苑電子検索版 30部セット 330,000 円 

著者: [明治]神宮司庁版本[1914年古事類苑出版事務所編] 

分売（各 16,500 円）も行っております。分売商品に関しては認証不要でございま

す。 

古事類苑収録明細 

天部、歳時部、地部、神祇部、帝王部、官位部、封禄部、政治部、法律部、泉貨部、

称量部、外交部、 兵事部、武技部、方技部、宗教部、文学部、礼式部、楽舞部、人

部、姓名部、産業部、服飾部、 飲食部、居処部、器用部、遊戯部、動物部、植物部、

金石部 

シリーズ 16 日本漢詩《大正詩文》(図文字版) 55,000 円 

監修：東洋大学名誉教授 吉田公平先生、名古屋大学教授 加藤國安先生 

シリーズ 17 日本漢詩《昭和詩文》(図文字版) 55,000円 

監修：東洋大学名誉教授 吉田公平先生、名古屋大学教授 加藤國安先生 

シリーズ 18 日本漢詩《東華》(図文字版) 110,000 円 

監修：東洋大学名誉教授 吉田公平先生、名古屋大学教授 加藤國安先生 

 


