
  

 

2020 年度 中古文学会 
学会員限定 特別割引のご案内 

 

期限：2020 年 7 月末日 

価格：全品 20％OFF 

送料：全国一律 550 円【ご注文価格 合計¥3,000(税込)以上で送料無料】 

ご注文方法：FAX 注文書、またはメールにてご注文ください 

(メールでのご注文の際は「中古文学会 特別割引」と明記ください) 

お支払方法： 

〈私費でのご注文〉郵便振替用紙を同封いたします(払込手数料はご負担下さい) 

〈公費でのご注文〉書類のお宛名・必要枚数・日付の有無、送料の記載方法 

をお知らせください 

 

【お問い合わせ】 

株式会社 臨川書店 営業部 

TEL:075-721-7111 FAX:075-781-6168  

E-mail: kyoto@rinsen.com 

こちらから 2020 年度出版目録をご覧
いただけます↓ 
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書名 特別割引価格 ご注文冊数 書名 特別割引価格 ご注文冊数

中宮物語絵巻の研究 ¥4,050

①日本人にとって日記とは何か ¥2,470 中世の王朝物語 ¥8,800

②平安貴族社会と具中暦 ¥2,640 『酒飯論絵巻』　影印と研究 ¥12,320

③宇多天皇の日記を読む ¥2,640 古代東アジアの文字文化と社会 ¥3,960

④「ためし」から読む更級日記 ¥2,640 平安前期対外姿勢の研究 ¥5,720

⑥紫式部日記を読み解く ¥2,640

⑦平安宮廷の日記の利用法 ¥2,640 新撰字鏡 ¥15,840

⑧皇位継承の記録と文学 ¥2,470 新撰字鏡国語索引 ¥7,040

⑨平安期日記文学総説 ¥2,640 倭名類聚抄　索引篇 ¥9,680

⑩王朝貴族の葬送儀礼と仏事 ¥2,640 倭名類聚抄　外篇 ¥14,960

⑪平安時代の国司の赴任 ¥2,470 〔両足院叢書〕毛詩抄 ¥24,640

⑫物語がつくった驕れる平家 ¥2,470 〔両足院叢書〕柳文抄 ¥13,200

⑬日記に魅入られた人々 ¥2,470 両足院蔵　日本書紀抄 ¥12,320

⑭国宝『明月記』と藤原定家の世界 ¥2,560

⑯徳川日本のナショナル・ライブラリー ¥3,080 和漢聯句の楽しみ ¥2,640

⑰琉球王国那覇役人の日記 ¥2,640 室町前期和漢聯句作品集成 ¥3,170

⑱クララ・ホイットニーが綴った明治の日々 ¥2,910 室町後期和漢聯句作品集成 ¥3,520

⑲「日記」と「随筆」 ¥2,640 慶長・元和和漢聯句作品集成 ¥3,700

良基・絶海・義満等一座和漢聯句譯注 ¥2,820

一乗拾玉抄影印・一乗拾玉抄の研究 ¥22,880 看聞日記紙背和漢聯句譯注 ¥2,820

金蔵論　本文と研究 ¥13,200

古辞書と国語 ¥7,040 近世宮廷の和歌訓練 ¥2,120

日本語の起源と古代日本語 ¥2,910 百首歌 ¥2,120

中世禅籍叢刊　1巻　栄西集 ¥13,200 阿仏尼とその時代 ¥2,200

中世禅籍叢刊　2巻　道元集 ¥15,840 源氏物語の異本を読む ¥2,120

中世禅籍叢刊　3巻　達磨集 ¥17,600

中世禅籍叢刊　4巻　聖一派 ¥19,360 歌謡 ¥2,120

中世禅籍叢刊　5巻　無住集 ¥14,960 田安徳川家蔵書と高乗勲文庫 ¥2,030

中世禅籍叢刊　6巻　禅宗清規集 ¥16,720

中世禅籍叢刊　7巻　禅教交渉論 ¥22,000 伊勢集の風景 ¥2,200

中世禅籍叢刊 8巻 中国禅籍集　一 ¥15,840

中世禅籍叢刊 9巻 中国禅籍集　二 ¥18,480 貴重典籍叢書第16巻 物語１ ¥10,560

中世禅籍叢刊　10巻　稀覯禅籍集 ¥24,640 貴重典籍叢書第17巻 物語2 ¥10,560

中世禅籍叢刊　11巻　聖一派 続 ¥22,000 貴重典籍叢書第18巻 物語3 ¥11,440

中世禅籍叢刊　12巻　稀覯禅籍集続 ¥31,680 貴重典籍叢書第19巻 物語4 ¥9,680

中世禅籍叢刊 別巻　中世禅への新視角 ¥15,840 貴重典籍叢書第20巻 古筆 ¥10,120

説話の形成と周縁　古代篇 ¥2,820 貴重典籍叢書第21巻 漢詩文 ¥10,120

説話の形成と周縁　中近世篇 ¥2,820 貴重典籍叢書第22巻 辞書 ¥9,680

朝廷儀礼の文化史 ¥3,350

ささめごとの研究 ¥7,440 第7巻　歌謡・声明篇 ¥24,640

百人一首一夕話 ¥16,240 第8巻　歌謡・声明篇 続 ¥24,640

東都武家雅文壇考 ¥3,960

世界の中の『源氏物語』 ¥3,170

時雨物語絵巻の研究 ¥8,800

ご氏名

お届け先ご住所

ご勤務先名

書類の御宛名

【和漢聯句】

●お支払区別：　　□私費購入　□公費購入
●必要書類：見積書（    通）・納品書（    通）・請求書（    通）　日付：( 有 ・ 無 ) ※送料の記載：書籍代に　( 含む ・ 含めない )

〒（　　　　-　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　TEL：　　　　　　　　　　　　　　　FAX：

【原典講読ｾﾐﾅｰ】

【古典講演シリーズ】

【貴重典籍叢書】

【金沢文庫資料全書】

【その他】

中古文学会　特別割引ご注文書  (臨川書店　営業部　行)

○特別割引　20％ＯＦＦ(表示価格は税込）　　※ご注文金額 合計3,000円以上より送料サービス

FAX　075-781-6168　E-mail:kyoto@rinsen.com
（ＴＥＬ　075-721-7111）

メールまたは本FAXをご利用の上、直接小社までご注文ください
＊特別割引　(20％OFF)　でのご提供は、2020年7月末日締切

【日記で読む日本史】

※上記掲載書目以外のご注文も特別割引価格にて承ります。【その他】に書籍名を記入の上、ご注文ください。

【臨川選書】

【国語・国文学】

【古典・古辞書】



書名 特別価格 状態 ご注文 限定数

③宇多天皇の日記を読む ¥1,650 少ページ折れ 冊 1

④「ためし」から読む更級日記 ¥1,650 ページ角破れ 冊 2

⑦平安宮廷の日記の利用法 ¥1,650 少ページ折れ 冊 1

⑨平安期日記文学総説 ¥1,650 少ページ折れ 冊 1

⑩王朝貴族の葬送儀礼と仏事 ¥1,650 背表紙角傷み 冊 1

⑬日記に魅入られた人々 ¥1,540 少ページ折れ 冊 1

⑰琉球王国那覇役人の日記 ¥1,650
少ページ破れ

背表紙下傷みあり
冊 2

⑱クララ・ホイットニーが綴った明治の日々 ¥1,820 背表紙上部少破れ 冊 1

ご氏名

お届け先ご住所

ご勤務先名

書類の御宛名

●お支払区別：　□私費購入　□公費購入
●必要書類：見積書（    通）・納品書（    通）・請求書（    通）　日付：( 有 ・ 無 )
　※送料の記載：書籍代に　( 含む ・ 含めない )

「日記で読む日本史」特別割引ご注文書  (臨川書店　営業部　行)

○バーゲンブック　現品限り50％ＯＦＦ(表示価格は税込）

※送料は実費でのご請求となります

FAX　075-781-6168　E-mail:kyoto@rinsen.com
（ＴＥＬ　075-721-7111）

メールまたは本FAXをご利用の上、直接小社までご注文ください

＊特別割引でのご提供は、2020年7月末日締切

〒（　　　　-　　　　　）

　
TEL：　　　　　　　　　　　　FAX：


