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1 北倉40 御甲残⽋ おんよろいのざんけつ よろいの残⽋ ⼀括 札⻑7.2 幅0.9〜1.2 他 昭和61年
2 北倉70 五⾊⿓⻭ ごしきりゅうし くすり 1箇 ⻭冠咬合⾯⻑16.7 幅8.9 ⾼

24.0 重4655
平成22年

3 北倉71 五⾊⿓⻭裹 ごしきりゅうしのつつみ くすりの包み裂 1⼝ ⻑76.0 幅57.8 平成22年
4 北倉84 厚朴 こうぼく くすり 2束 重1700 平成5年
5 北倉85 厚朴袋 こうぼくのふくろ くすりの袋 1⼝ ⻑71.0 幅68.0 平成5年
6 北倉86 遠志 おんじ くすり 1束 ⻑31 平成2年
7 北倉87 遠志袋 おんじのふくろ くすりの袋 1⼝ ⻑84.5 横56.8 平成2年
8 北倉95 ⼤⻩ だいおう くすり ⼀括 ⻑・径約10 平成22年
9 北倉96 ⼤⻩裹 だいおうのつつみ くすりの包み裂 1⼝ ⻑74.5 幅74.0 平成22年

10 北倉101 芒消 ぼうしょう くすり 1壺 重11456（壺共） 壺︓総⾼
23.0 ⼝径15.5 胴径30.3

昭和60年

11 北倉123 紫鉱 しこう くすり・染料 ⼀括 総重8630 平成15年
12 北倉121 蘇芳 すおう くすり・染料 1束 ⻑42 昭和45年
13 北倉111 雄⻩ おおう くすり・供物 1塊 ⾼6.1 重153.75 平成15年
14 北倉163 延暦⼗⼆年六⽉⼗⼀⽇曝凉使解 えんりゃくじゅうにねんろくがつじゅ

ういちにちばくりょうしのげ
宝物の点検記録 1巻 本紙縦28.5 全⻑614 軸⻑

30.0
平成17年

15 北倉150 花氈 かせん フェルトの敷物 1床 ⻑245 幅123 昭和52年
16 北倉150 花氈 かせん フェルトの敷物 1床 ⻑236 幅124 平成3年
17 北倉151 ⾊氈 しきせん フェルトの敷物 1床 ⻑252 幅128 昭和59年
18 中倉148 朽⽊菱形⽊画箱 くちきひしがたもくがのはこ 献物を⼊れた箱 1合 縦21.0 横30.0 ⾼14.8 平成16年
19 中倉157 粉地彩絵箱 ふんじさいえのはこ 献物を⼊れた箱 1合 縦22.4 横28.4 ⾼9.2 平成21年
20 中倉177 粉地⾦銀絵⼋⾓⼏ ふんじきんぎんえのはっかくき 献物をのせた台 1基 径45.2 ⾼9.6 平成21年
21 中倉177 粉地彩絵⻑⽅⼏ ふんじさいえのちょうほうき 献物をのせた台 1基 縦30.5 横53.8 ⾼9.7 平成20年
22 中倉95 紫⽪裁⽂珠⽟飾刺繡羅帯残⽋ むらさきがわさいもんしゅぎょくかざ

りししゅうらのおびざんけつ
珠や刺繡で飾った帯 4⽚ (1)⻑85.0 幅7.0 (2)⻑

71.5 幅6.5 (3)⻑40.0 幅
6.5 (4)⻑33.2 幅6.5

平成20年

23 南倉180 花⿃彩絵⽩布 かちょうさいえのはくふ 匂い袋の残⽚ 2⽚ 縦9.0 横16.0 平成８年
24 中倉131 琥碧把⾦銀鞘⼑⼦ こはくのつかきんぎんのさやのとうす ⾦銀かざりの⼩⼑ 1双 （1）全⻑14.7 把⻑6.7 鞘

⻑10.4 ⾝⻑6.2 茎⻑2.3
（2）全⻑14.4 把⻑6.7 鞘
⻑10.4 ⾝⻑6.2 茎⻑2.7

昭和43年

25 中倉131 烏犀把漆鞘樺纒⻩⾦珠⽟荘⼑⼦ うさいのつかうるしのさやかばまきお
うごんしゅぎょくかざりのとうす

珠⽟かざりの⼩⼑ 1⼝ 全⻑30.5 把⻑11.7 鞘⻑
22.7 ⾝⻑15.8 茎⻑7.1

平成11年

26 南倉70 ⼭⽔⼈物⿃獣背円鏡 さんすいじんぶつちょうじゅうはいの
えんきょう

⼭⽔に⼈物や⿃獣を表した鏡 1⾯ 径31.0 縁厚0.9 重4802 平成20年

27 南倉70 ⾦銀絵漆箱 きんぎんえのうるしばこ 鏡箱 1合 径35.0 ⾼6.5 平成20年
28 南倉70 平螺鈿背円鏡 へいらでんはいのえんきょう 螺鈿かざりの鏡 1⾯ 径39.5 縁厚1.1 重5545 平成7年
29 南倉70 銀平脱鏡箱 ぎんへいだつのかがみばこ 鏡箱 1合 径41.5 ⾼7.0 平成5年
30 中倉169 墨絵弾⼸ すみえのだんきゅう 曲芸や楽⼈が描かれた遊戯⽤

の⼸
1張 ⻑162.0 平成19年
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31 中倉174 桑⽊⽊画碁局 くわのきもくがのききょく 囲碁の盤 1基 縦52.0 横51.9 ⾼15.5 平成21年
32 南倉101 紫檀槽琵琶 したんのそうのびわ 絃楽器 1⾯ 全⻑98.5 最⼤幅41.2 平成14年
33 南倉102 紫檀⾦銀泥絵琵琶撥 したんきんぎんでいえのびわのばち 琵琶のばち 1枚 ⻑20.2 幅6.0 厚0.3 平成16年
34 南倉1 伎楽⾯ 童⼦⾯ ぎがくめん どうじめん 楽舞の⾯ 1⾯ 縦24.9 横19.8 奥⾏23.7 昭和33年
35 南倉1 伎楽⾯ ⽼相⾯ ぎがくめん ろうそうめん 楽舞の⾯ 1⾯ 縦38.4 横22.6 奥⾏23.9 昭和37年
36 南倉1 伎楽⾯ 酔胡従 ぎがくめん すいこじゅう 楽舞の⾯ 1⾯ 縦28.5 横22.3 奥⾏28.6 昭和35年
37 中倉48 緑⾦箋 りょくきんせん 蓮弁形の⾊紙 3張 縦25.5 横15.5 平成18年
38 南倉157 雑⽟幡 ざつぎょくのばん ⽟つなぎの編みものの残⽋ 1枚 周73 径23.0 平成16年
39 南倉180 孔雀⽂刺繡幡 くじゃくもんししゅうのばん 刺繡でかざった幡 1枚 縦81.2 横30.0 平成18年
40 南倉185 花⿃⽂刺繡幡残⽚ かちょうもんししゅうのばんざんぺん 刺繡でかざった幡の残⽚ 1枚 縦29.3 横28 平成18年
41 南倉134 紫綾半臂 むらさきあやのはんぴ 綾の上着 1領 現存丈47 幅78 平成15年
42 南倉129 縹纐纈布袍 はなだこうけちのぬののほう 絞り染めの上着 1領 丈139.0 幅220.3 平成23年
43 南倉129 纐纈布袍 こうけちのぬののほう 絞り染めの上着 1領 丈140 幅204 平成4年
44 中倉15 正倉院古⽂書正集 第⼆⼗⼆巻［御野国味蜂間郡春部⾥⼾籍］ しょうそういんこもんじょせいしゅう 美濃国の⼾籍 1巻 縦28.6 平成９年
45 中倉15 正倉院古⽂書正集 第三⼗六巻［周防国正税帳、⻑⾨国正税帳］ しょうそういんこもんじょせいしゅう 周防国・⻑⾨国の決算報告書 1巻 縦26.2〜26.8 平成18年
46 中倉15 正倉院古⽂書正集 第⼗六巻［遠江国浜名郡輸租帳］ しょうそういんこもんじょせいしゅう 遠江国の⽥租等の報告書 1巻 縦28.3 平成13年
47 中倉20 続々修正倉院古⽂書 第⼗六帙 第七巻［僧智憬等仏書奉請⽂］ ぞくぞくしゅうしょうそういんこもん

じょ
仏書の貸借の⽂書 1巻 昭和30年

48 中倉17 続修正倉院古⽂書後集 第⼗七巻［更可請章疏等⽬録］ ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ
こうしゅう

書物の借⽤リスト 1巻 縦30.8 初出陳

49 中倉20 続々修正倉院古⽂書 第四⼗四帙 第⼗巻［天平17年12⽉写経所⽇記
ほか］

ぞくぞくしゅうしょうそういんこもん
じょ

写経所の⽇々の記録ほか 1巻 昭和40年

50 聖語蔵2-7 深密解脱経 巻第三 じんみつげだつきょう 唐経 1巻 初出陳
51 聖語蔵3-53 増壱阿含経 巻第⼗五 ぞういちあごんきょう 光明皇后発願の写経 1巻 初出陳
52 聖語蔵4-10 ⼤⽅広仏華厳経 巻第⼗⼆ ⼄ だいほうこうぶつけごんきょう 奈良時代の写経 1巻 初出陳
53 中倉8 ⾦銅鈿荘⼤⼑ こんどうでんかざりのたち かざり⼤⼑ 1⼝ 全⻑74.5

把⻑14.9 鞘⻑59.0
⾝⻑53.9 茎⻑13.4

平成17年

54 中倉1 梓⼸ あずさゆみ ⾃然⽊でつくった⼸ 1張 ⻑214.5 平成18年
55 中倉3 鞆 とも 射⼿の防護具 1⼝ 幅11.2 厚5.9 平成18年
56 中倉４ 漆葛胡禄 うるしかずらのころく ⽮⼊れ ⼀具 ⻑50.5 幅12  ⽮⻑73.7〜81 平成18年
57 中倉11 鉾 ほこ 刺突⽤の武器 1枚 ⾝全⻑30.8 昭和34年

（東博）
58 中倉11 鉾 ほこ 刺突⽤の武器 1枚 ⾝全⻑32.8 柄⻑425 昭和34年

（東博）
59 中倉12 ⾺鞍 うまのくら 騎⾺⽤の座具 ⼀具 鞍橋︓前輪⾼25 後輪⾼24

鞍褥︓前後間の⻑37
韉︓⻑54
屧脊︓上部⻑56
鐙︓⾼17.8 幅15

平成15年


