
出 品 目 録

2015年 8 月29日（土）–11月 3 日（火・祝）



展示室１

番号 図録
番号 指定 名 称 作者 員数 材質・技法 時 代 所 蔵

展 示 期 間
8/29〜10/4 10/6〜11/3

1-1 1 重美 蔵王権現像 1軀 銅造　 鎌倉時代 大阪市立美術館

1-2 2 重文 蔵王権現像 1軀 銅造　 平安時代 奈良国立博物館

1-3 3 蔵王権現像 1軀 銅造　 平安時代 個人

1-4 6 重文 蔵王権現像 4軀 銅造　 平安時代後期〜鎌倉時代 大峯山寺

1-5 7 蔵王権現像 1軀 銅造　 平安時代後期〜鎌倉時代 大峯山寺

1-6 5 重文 蓮池文磬 1面 銅造　 平安時代 東京国立博物館

1-7 4 重文 三昧耶五鈷鈴 1口 銅造　 平安時代 金峯山寺

1-8 8 蔵王権現懸仏 1面 銅造　 平安時代 個人

1-9 9 男神鏡像・女神鏡像 2面 銅造　 平安時代 個人

1-10 11 国宝 経箱・脚台付 1合 銅造　 平安時代 金峯山寺

1-11 12 国宝 経箱・脚台付 1合 銅造　 平安時代 金峯山寺

1-12 14 弥勒上生経残闕 1巻 紺紙金字 平安時代・寛弘4年（1007）個人

展示室 2

番号 図録
番号 指定 名 称 作者 員数 材質・技法 時 代 所 蔵

展 示 期 間
8/29〜10/4 10/6〜11/3

2-1 13 国宝 藤原道長経筒 1合 銅造　 平安時代・寛弘4年（1007）金峯神社

2-2 10 国宝 双鳥宝相華文経箱 1合 銅造　 平安時代 金峯山寺

展示室 3
六田知弘　写真展「大峯奥駈」

展示室 4

番号 図録
番号 指定 名 称 作者 員数 材質・技法 時 代 所 蔵

展 示 期 間
8/29〜10/4 10/6〜11/3

4-1 38 蔵王権現像 1軀 木造 江戸時代 金峯山寺

4-2 36 役行者坐像 1軀 木造 鎌倉時代 金峯山寺

4-3 37 前鬼像・後鬼像 2軀 木造 鎌倉時代 金峯山寺

4-4 39 重文 聖徳太子立像 1軀 木造 鎌倉時代 金峯山寺

4-5 40 重文 童子立像 2軀 木造 鎌倉時代 金峯山寺

4-6 41 薬師如来坐像 康成 1軀 木造 南北朝時代・文和2年（1353）金峯山寺

4-7 42 県文 釈迦如来坐像 1軀 木造 平安時代 金峯山寺

4-8 43 阿難立像・迦葉立像 2軀 木造 鎌倉時代 金峯山寺

4-9 44 重文 蔵王権現像 源慶 1軀 木造 鎌倉時代・嘉禄2年（1226）如意輪寺 8/29〜 9/23

4-10 45 阿弥陀如来立像 1軀 木造 平安時代 如意輪寺

4-11 46 重文 地蔵菩薩坐像 1軀 木造 平安時代 櫻本坊

4-12 47 役行者坐像 1軀 木造 鎌倉時代 櫻本坊

4-13 48 大峯八大童子立像 8軀 木造 南北朝時代 櫻本坊

4-14 49 役行者・八大童子像 1幅 絹本著色 南北朝〜室町時代 金峯山寺

4-15 50 役行者・八大童子像 1幅 絹本著色 室町時代 大阪市立美術館

4-16 51 吉野曼荼羅図 1幅 絹本著色 南北朝時代 金峯山寺

4-17 52 吉野曼荼羅図 1幅 絹本著色 室町時代 金峯山寺



展示室 5

番号 図録
番号 指定 名 称 作者 員数 材質・技法 時 代 所 蔵

展 示 期 間
8/29〜10/4 10/6〜11/3

5-1 16 重文 釈迦如来坐像 1軀 銅造 白鳳時代 櫻本坊

5-2 17 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代 櫻本坊

5-3 18 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代 櫻本坊

5-4 19 重文 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代 金峯山寺

5-5 20 蔵王権現懸仏 1面 銅造 鎌倉時代 金峯山寺

5-6 21 重美 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代 東京国立博物館

5-7 22 蔵王権現懸仏 1軀 銅造 平安時代 東京国立博物館

5-8 23 子守三所権現鏡像 1面 銅造 平安時代 東京国立博物館

5-9 24 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代 大阪市立美術館

5-10 25 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代 個人

5-11 26 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代 個人

5-12 27 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代 個人

5-13 28 女神鏡像 1面 銅造 平安時代 個人

5-14 29 僧形神・男神・女神鏡像 1面 銅造 平安時代 個人

5-15 30 女神鏡像 1面 銅造 平安時代 個人

5-16 31 僧形神懸仏 1面 銅造 平安時代 個人

5-17 32 女神懸仏 1面 銅造 平安時代 個人

5-18 33 男神坐像・女神坐像 2軀 銅造 平安時代 個人

5-19 15 国宝 蔵王権現鏡像 1面 銅造 平安時代・長保3年（1001） 總持寺

5-20 34 釣燈籠 1基 銅造 桃山時代・慶長9年（1607） 吉野水分神社

5-21 35 重文 笈 1背 銅造 室町時代 金峯山寺

展示室 6

番号 図録
番号 指定 名 称 作者 員数 材質・技法 時 代 所 蔵

展 示 期 間
8/29〜10/4 10/6〜11/3

6-1 53 国宝附 投入堂古材 3本 木造 平安時代 三佛寺

6-2 54 国宝附 投入堂棟札 1枚 木造 南北朝時代・永和元年（1375） 三佛寺

展示室 7

番号 図録
番号 指定 名 称 作者 員数 材質・技法 時 代 所 蔵

展 示 期 間
8/29〜10/4 10/6〜11/3

7-1 55 県文 獅子・狛犬 2軀 木造 鎌倉時代 三佛寺

7-2 56 県文 狛犬 1軀 木造 平安時代 三佛寺

7-3 57 重文 十一面観音立像 1軀 木造 平安時代 三佛寺

7-4 58 重文 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 三佛寺

7-5 59 重文 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 三佛寺

7-6 60 重文 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 三佛寺

7-7 61 重文 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 三佛寺

7-8 62 重文 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 三佛寺

7-9 63 県文 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 三佛寺

7-10 64 女神坐像 1軀 木造 鎌倉時代 三佛寺

7-11 65 僧形坐像 1軀 木造 室町時代・応永33年（1426） 三佛寺

7-12 66 県文 釈迦誕生仏像 1軀 銅造 平安時代 三佛寺

7-13 67 重文 鸚鵡文銅鏡 1面 銅造 唐時代 三佛寺

7-14 68 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 奈良国立博物館

7-15 69 重美 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 佐野美術館

7-16 70 蔵王権現像 1軀 木造 平安時代 個人

参考出品 三佛寺蔵王権現像（複製） 1軀 鳥取県立博物館



三井記念美術館案内図
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