
番号 指定 名称 員数 時代・世紀 所蔵 7/23～8/16 8/18～9/13

 第一章　説かれる観音

1 ◎ 観音菩薩立像 1躯 飛鳥時代後期　7世紀 兵庫・一乗寺

2 ◎ 観音菩薩立像（那智山経塚出土仏教遺品のうち） 1躯 飛鳥時代後期　7世紀 和歌山・青岸渡寺

3 菩薩立像 1躯 飛鳥時代後期　7世紀 兵庫・播州清水寺

4 観音菩薩立像 1躯 飛鳥時代後期　7世紀 奈良・南法華寺（壷阪寺）

5 ◎ 観音菩薩立像（那智山経塚出土仏教遺品のうち） 1躯 奈良時代　8世紀　 和歌山・青岸渡寺

6 ◎ 菩薩立像 1躯 飛鳥時代後期〜奈良時代　7〜8世紀 滋賀・石山寺

7 菩薩半跏像 1躯 奈良時代　8世紀 京都・成相寺

8 ◎ 菩薩半跏像 1躯 奈良時代　8世紀 奈良・岡寺（龍蓋寺）

9 観世音経 1巻 奈良時代　8世紀 千葉・那古寺

10 繡字法華経　観世音菩薩普門品 1巻 中国・元時代　至正21年（1361） 千葉・那古寺

11 法華経　観世音菩薩普門品　光子内親王筆 1巻 江戸時代　延宝4年（1676） 京都・穴太寺

12 ◉ 千手千眼陀羅尼経　残巻（玄昉願経） 1巻 奈良時代　天平13年（741） 守屋孝蔵氏蒐集・守屋美孝氏
寄贈　京都国立博物館

13 千手千眼陀羅尼経 1巻 平安時代　12世紀 大阪・施福寺（槇尾寺）

14 ◎ 観自在菩薩如意輪瑜伽法要　残巻 1巻 平安時代　11世紀 守屋孝蔵氏蒐集・守屋美孝氏
寄贈　京都国立博物館

15 ◎ 如意輪陀羅尼経（石山寺校倉聖教のうち） 1926点のうち 
1巻 平安時代　12世紀 滋賀・石山寺

16 ◎ 不空羂索神変真言経　巻第十七 1巻 奈良時代　8世紀 京都・真宗院

17 ◎ 十巻抄　巻第六 10巻のうち 
1巻 鎌倉時代　12世紀 京都・醍醐寺

18 ◎ 四家鈔図像　巻第一（密教図像三十九点のうち） 3巻のうち1巻 鎌倉時代　13〜14世紀 京都・醍醐寺

 第二章　地獄のすがた

19 ◉ 摩訶止観　巻第二（宋版一切経のうち） 6102帖のうち 
1帖 中国・南宋時代　12世紀 京都・醍醐寺

20 ◉ 六道絵 15幅のうち 
4幅 鎌倉時代　13世紀 滋賀・聖衆来迎寺 人道無常相 

人道苦相
閻魔王庁 

譬喩経所説念仏功徳

21 六道絵 6幅 江戸時代　17世紀 兵庫・中山寺

22 ◉ 病草紙 9巻のうち2巻 平安〜鎌倉時代　12世紀 京都国立博物館

23 ◉ 餓鬼草紙 1巻 平安〜鎌倉時代　12世紀 京都国立博物館

24 十王図　陸信忠筆 10幅 中国・南宋〜元時代　13〜14世紀 京都・六波羅蜜寺 6幅 4幅

25 熊野観心十界曼荼羅図 1幅 江戸時代　17世紀 和歌山・金剛宝寺護国院 
（紀三井寺）

 第三章　聖地のはじまり

26 西国三十三所巡礼縁起 1巻 室町時代　天文5年（1536） 京都・松尾寺

27 徳道上人像 1幅 江戸時代　万延元年（1860） 奈良・法起院

28 徳道上人・花山法皇・仏眼上人像 3幅 江戸時代　19世紀 兵庫・中山寺

29 観音霊場開祖図 1幅 江戸〜明治時代　19世紀 和歌山・青岸渡寺

30 性空上人乙天若天像 1幅 室町時代　15〜16世紀 兵庫・圓教寺仙岳院

31 性空上人像 1枚 江戸〜明治時代　18〜19世紀 兵庫・圓教寺

32 法道仙人像 1幅 室町時代　16世紀 兵庫・播州清水寺

33 両界曼荼羅図 2幅 鎌倉時代　13世紀 奈良・南法華寺（壷阪寺）

34 両界曼荼羅図 2幅 鎌倉時代　13〜14世紀 京都・三室戸寺

会場：京都国立博物館 平成知新館
主催：京都国立博物館、西国三十三所札所会、読売新聞社
協賛：清水建設、非破壊検査

・ グレーの部分が展示期間です。
・ 作品番号は、本展図録および会場内の番号と一致しますが、 

展示の順序とは必ずしも一致しません。
・ ◉は国宝、◎は重要文化財を示します。
・ 会期中、一部作品は展示替え、および展示場面の変更を行います。 

また、都合により、展示作品・展示期間を変更する場合があります。

出品一覧・展示替え予定表2020年7月23日（木・祝）～9月13日（日）
休館日：月曜日　※ただし８月10日（月･祝）は開館

・ 新型コロナウイルス感染症の感染予防、拡大防止のため、会期の変更
や入場制限等を行う場合があります。



番号 指定 名称 員数 時代・世紀 所蔵 7/23～8/16 8/18～9/13

35 那智山経塚出土仏教遺品　
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山出土　 13件

35-1 ◎ 　大日如来坐像 1躯 平安時代　12世紀 和歌山・青岸渡寺

35-2 　大日如来坐像　台座・光背 1基 平安時代　12世紀 東京国立博物館

35-3 ◎ 　阿閦如来坐像 1躯 平安時代　12世紀 和歌山・青岸渡寺

35-4 ◎ 　宝生如来坐像 1躯 平安時代　12世紀 和歌山・青岸渡寺

35-5 　無量寿如来坐像 1躯 平安時代　12世紀 東京国立博物館

35-6 ◎ 　不空成就如来坐像 1躯 平安時代　12世紀 和歌山・青岸渡寺

35-7 　金剛波羅蜜（金剛菩薩）坐像 1躯 平安時代　12世紀 東京国立博物館

35-8 ◎ 　金剛宝波羅蜜（金剛宝菩薩）坐像 1躯 平安時代　12世紀 和歌山・青岸渡寺

35-9 　金剛法波羅蜜（金剛法菩薩）坐像 1躯 平安時代　12世紀 東京国立博物館

35-10 　金剛羯磨波羅蜜（金剛業菩薩）坐像 1躯 平安時代　12世紀 東京国立博物館

35-11 　金剛界曼荼羅成身会　三昧耶形 1具　19点 平安時代　12世紀 東京国立博物館

35-12 　五種鈴 1具　5点 平安時代　12世紀 東京国立博物館

35-13 ◎ 　如来立像 1躯 平安時代　10世紀 和歌山・青岸渡寺

36 ◉ 粉河寺縁起絵巻 1巻 平安時代　12世紀 和歌山・粉河寺

37 ◎ 槇尾山大縁起 1巻 南北朝時代　14世紀 大阪・施福寺（槇尾寺）

38 壺坂観音縁起絵巻　狩野信光筆 1巻 江戸時代　寛文2年（1662） 奈良・南法華寺（壷阪寺）

39 龍蓋寺縁起 2巻 江戸時代　17〜18世紀 奈良・岡寺（龍蓋寺） 甲巻 乙巻

40 長谷寺験記 2帖 鎌倉時代　14世紀 奈良・長谷寺 巻上
7/23〜8/10

巻下
8/11〜8/30

41 長谷寺縁起絵巻　巻第一・第三・第六　 
土佐光茂筆 6巻のうち3巻 室町時代　16世紀 奈良・長谷寺 第一

7/23〜8/10
第三

8/11〜8/30
第六

9/1〜9/13

42 ◎ 石山寺縁起絵巻　巻第一・第二 7巻のうち2巻 詞：南北朝時代　14世紀　 
絵：鎌倉時代　14世紀 滋賀・石山寺 第一 第二

43 ◎ 清水寺縁起絵巻　巻中・下　土佐光信筆 3巻のうち2巻 室町時代　永正17年（1520）頃 東京国立博物館 巻中 巻下

44 一条革堂縁起　堯恕法親王筆 1巻 江戸時代　寛文9年（1669） 京都・行願寺（革堂） 9/1〜9/13

45 善峯寺縁起絵巻 2巻 江戸時代　17世紀 京都・善峯寺

46 穴太寺観音縁起絵巻　狩野永納筆 1巻 江戸時代　延宝4年（1676） 京都・穴太寺

47 総持寺縁起絵巻　海北友雪筆 1巻 江戸時代　17世紀 大阪・総持寺

48 播州書写山縁起絵巻　伝住吉如慶筆 2巻 江戸時代　寛永21年（1644） 兵庫・圓教寺

 第四章　聖地へのいざない

49 三十三所観音曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　14世紀 滋賀・石山寺

50 ◎ 三十三所観音曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　14世紀 岐阜・華厳寺

51 三十三所観音曼荼羅図 1幅 室町時代　14〜15世紀 滋賀・観音正寺

52 三十三所観音曼荼羅図 3幅 江戸時代　17世紀 和歌山・青岸渡寺

53 刺繡三十三所観音曼荼羅図 1幅 江戸時代　延宝6年（1678） 岐阜・華厳寺

54 金剛宝寺再興勧進状 1巻 室町時代　文安6年（1449） 和歌山・金剛宝寺護国院 
（紀三井寺） 9/1〜9/13

55 葛井寺再興勧進状 1巻 室町時代　永正7年（1510） 大阪・葛井寺 9/1〜9/13

56 長谷寺本堂再建勧進状 1巻 室町時代　天文5年（1536） 奈良・長谷寺 8/11〜8/30

57 清水寺再興勧進状　願阿弥筆 1巻 室町時代　文明11年（1479） 京都・清水寺 7/23〜8/10

58 清水寺再興奉加帳 1巻 室町時代　15世紀 京都・清水寺 7/23〜8/10

59 松尾寺再興啓白文 1巻 鎌倉時代　14世紀 京都・松尾寺 8/11〜8/30

60 西国三十三所観音霊場本尊版木 1枚 室町時代　天文13年（1544） 兵庫・中山寺

61 西国三十三所順礼元祖十三人先達御影像版木 1枚 江戸時代　18〜19世紀 奈良・岡寺（龍蓋寺）

62 新熊野観音寺略縁起版木 1枚 江戸時代　18〜19世紀 京都・観音寺（今熊野観音寺） 9/1〜9/13

63 西国三十三所御詠歌版木 2枚 江戸時代　嘉永6年（1853） 奈良・岡寺（龍蓋寺）

64 那智参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16世紀 和歌山・補陀洛山寺

65 紀三井寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16〜17世紀 和歌山・金剛宝寺護国院 
（紀三井寺）

66 粉河寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16〜17世紀 和歌山・粉河寺

67 施福寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16世紀 大阪・施福寺（槇尾寺）

68 施福寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16〜17世紀 大阪・施福寺（槇尾寺）

69 葛井寺参詣曼荼羅図 1幅 室町時代　16世紀 大阪・葛井寺

70 ◎ 興福寺曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　13世紀 京都国立博物館

71 ◎ 園城寺境内古図 5幅 鎌倉時代　14世紀 滋賀・園城寺（三井寺）

72 清水寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16世紀

73 清水寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16〜17世紀 京都・清水寺

74 善峯寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16〜17世紀 京都・善峯寺



番号 指定 名称 員数 時代・世紀 所蔵 7/23～8/16 8/18～9/13

75 伝善峯寺参詣曼荼羅図（三鈷寺参詣曼荼羅図） 1幅 江戸時代　17世紀 京都・善峯寺

76 中山寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16世紀 兵庫・中山寺

77 中山寺伽藍古絵図 1幅 江戸時代　17〜18世紀 兵庫・中山寺

78 成相寺参詣曼荼羅図 1幅 桃山時代　16世紀 京都・成相寺

79 松尾寺参詣曼荼羅図 1幅 室町時代　16世紀 京都・松尾寺

80 ◎ 長命寺参詣曼荼羅図（長命寺文書のうち） 1幅 桃山時代　16〜17世紀 滋賀・長命寺

 第五章　祈りと信仰のかたち

81 聖観音菩薩立像 1躯 平安時代　12世紀 滋賀・宝厳寺

82 ◎ 十一面観音立像 1躯 平安時代　10〜11世紀 和歌山・金剛宝寺護国院 
（紀三井寺）

83 ◎ 十一面観音立像 1躯 平安時代　11世紀 京都・清水寺

84 十一面観音立像 1躯 平安時代　11〜12世紀 滋賀・正法寺（岩間寺）

85 十一面観音立像 1躯 鎌倉時代　13世紀 京都・醍醐寺

86 ◎ 千手観音立像 1躯 平安時代　9世紀 滋賀・園城寺（三井寺）

87 ◎ 千手観音立像 1躯 平安時代　10世紀 京都・醍醐寺

88 千手観音立像 1躯 平安時代　12世紀 和歌山・粉河寺

89 千手観音立像 1躯 鎌倉時代　13世紀 大阪・施福寺（槇尾寺）

90 千手観音懸仏 2面 鎌倉時代　14世紀 滋賀・正法寺（岩間寺）

91 ◎ 線刻如意輪観音等鏡像 1面 中国・唐時代ないし平安時代　 
9〜10世紀 京都・醍醐寺

92 如意輪観音坐像 1躯 鎌倉時代　延応元年（1239） 兵庫・圓教寺

93 如意輪観音踏下像 1躯 鎌倉時代　13世紀 滋賀・石山寺

94 如意輪観音懸仏 1面 室町時代　永享8年（1436） 京都・頂法寺（六角堂）

95 如意輪観音坐像 1躯 京都・頂法寺（六角堂）

96 如意輪観音坐像（鞘仏） 1躯 京都・頂法寺（六角堂）

97 馬頭観音坐像 1躯 江戸時代　17世紀 京都・松尾寺

98 不空羂索観音坐像 1躯 鎌倉時代　13世紀 京都国立博物館

99 密観宝珠嵌装舎利厨子 1基 南北朝時代　14世紀 奈良・興福寺

100 七観音像厨子 1基 江戸時代　18〜19世紀 滋賀・長命寺

101 ◎ 伝観音菩薩・勢至菩薩立像 2躯 鎌倉時代　12〜13世紀 京都・清水寺

102 聖観音像 1幅 鎌倉時代　13〜14世紀 京都・醍醐寺

103 十一面観音像 1幅 鎌倉時代　13世紀 兵庫・中山寺

104 十一面観音像 1幀 南北朝〜室町時代　14〜15世紀 奈良・長谷寺

105 十一面観音像 1幅 室町時代　16世紀 京都・醍醐寺

106 千手観音像 1幅 南北朝時代　14世紀 奈良・南法華寺（壷阪寺）

107 千手観音像 1幅 室町時代　14〜15世紀 滋賀・観音正寺

108 千手観音二十八部衆像 1幀 南北朝時代　14世紀 京都・善峯寺

109 千手観音二十八部衆像 1幅 室町時代　15世紀 和歌山・粉河寺

110 ◎ 如意輪観音像　一山一寧賛 1幅 鎌倉時代　徳治2年（1307） 京都・松尾寺

111 如意輪観音像 1幅 鎌倉時代　14世紀 京都・三室戸寺

112 ◎ 如意輪観音像 1幅 鎌倉時代　14世紀 滋賀・宝厳寺

113 春日曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　14世紀 奈良・興福寺

114 ◎ 准胝仏母像 1幅 平安時代　12世紀 東京国立博物館

115 清瀧本地両尊像 1幅 室町時代　15〜16世紀 京都・醍醐寺

116 春日南円堂曼荼羅図 1幅 南北朝時代　14世紀 奈良・長谷寺

117 春日鹿曼荼羅図 1幅 室町時代　15世紀 奈良・興福寺

118 不空羂索観音像 1幅 鎌倉〜南北朝時代　14世紀 兵庫・一乗寺

 第六章　巡礼の足あと

119 西国三十三所観音霊験記真鈔　松誉巌的著 5冊のうち2冊 江戸時代　宝永2年（1705）刊 京都・観音寺（今熊野観音寺）

120 西国三十三所観音霊場記　厚誉春鶯著 10冊のうち 
2冊 江戸時代　享保11年（1726）刊 兵庫・圓教寺

121 西国順礼独案内図 1枚 江戸時代　文化元年（1804） 和歌山・金剛宝寺護国院 
（紀三井寺）

122 観音霊験記　歌川広重（二代）、歌川国貞画 1帖 江戸時代　19世紀 滋賀・石山寺

123 鍵屋丈助茶屋請書 1通 江戸時代　寛政元年（1789） 滋賀・宝厳寺

124 笈摺 1領 江戸時代　天保15年（1844）

125 西国三十三所巡礼御背板 1組 江戸時代　19世紀 和歌山・青岸渡寺

126 納経帳・朱印 1冊・2顆
（納経帳） 江戸時代　 

天保3〜4年（1832〜33）　
（朱印）江戸時代　19世紀

大阪・総持寺



番号 指定 名称 員数 時代・世紀 所蔵 7/23～8/16 8/18～9/13

127 籤箱・版木 1個・13枚のう
ち1枚 江戸時代　18〜19世紀 大阪・総持寺

128 納経帳 1冊 明治時代　明治2年（1869） 滋賀・園城寺（三井寺）

129 納経軸 1幅 昭和時代　20世紀

130 巡礼札（鴨田遺跡出土巡礼札のうち） 54点のうち 
6点

①〜④室町時代　宝徳4年（1452）　 
⑤・⑥室町時代　15世紀 滋賀県立安土城考古博物館 3点 3点

131 西国三十三所巡礼札 9枚のうち3枚
①室町時代　永正3年（1506）　 
②室町時代　弥勒2年（1507）　 
③室町時代　天文15年（1546）

滋賀・石山寺

132 西国三十三所巡礼札 51枚のうち 
4枚

①江戸時代　元禄4年（1691）　 
②江戸時代　元禄16年（1703）　 
③江戸時代　元禄16年（1703）　 
④江戸時代　元禄16年（1703）

滋賀・園城寺（三井寺）

 第七章　受け継がれる至宝

133 ◎ 天人文塼 1面 飛鳥時代後期　7世紀 奈良・岡寺（龍蓋寺） 7/23〜8/10

134 ◎ 鳳凰文塼 1面 飛鳥時代後期　7世紀 奈良・南法華寺（壷阪寺） 7/23〜8/10

135 ◎ 四明王像 
（摂津勝尾寺旧境内牓示八天石蔵出土品のうち） 4躯 鎌倉時代　13世紀 大阪・勝尾寺 8/11〜9/13

136 ◉ 銅板法華説相図 1面 飛鳥時代後期〜奈良時代　7〜8世紀 奈良・長谷寺

137 ◉ 金銅大盤・銀大盤（興福寺金堂鎮壇具のうち）　
奈良県興福寺中金堂須弥壇下出土 2面 奈良時代　8世紀 東京国立博物館

138 ◎ 大刀　無銘 3口のうち2口 平安時代　9世紀 兵庫・播州清水寺 切刃造 鋒両刃造

139 宝相華唐草文経筒 1口 平安時代　11〜12世紀 大阪・施福寺（槇尾寺）

140 ◎ 孔雀文磬 1面 平安時代　12世紀 滋賀・園城寺（三井寺）

141 ◎ 鉄鰐口 1口 鎌倉時代　嘉禎2年（1236） 京都・清水寺

142 ◎ 華鬘 6面のうち1面 鎌倉時代　13世紀 滋賀・長命寺

143 宝塔 1基 鎌倉時代　13〜14世紀 大阪・葛井寺

144 密教法具 1具　5点 南北朝時代　14世紀 京都・三室戸寺

145 ◎ 毘沙門天立像 1躯 平安時代　9世紀 岐阜・華厳寺

147 梵天・帝釈天立像 2躯 平安時代　10〜11世紀 京都・元慶寺

148 増長天立像 1躯 平安時代　12世紀 京都・行願寺（革堂）

149 ◎ 大字法華経　巻第五 1帖 奈良時代　8世紀 兵庫・播州清水寺 巻き替えあり

150 ◎ 細字法華経 1巻 奈良時代　天平16年（744） 奈良・興福寺 巻き替えあり

151 ◉ 法華経　薬王菩薩本事品 
（醍醐寺文書聖教類のうち）

69378点のうち
1巻 平安時代　10〜11世紀 京都・醍醐寺 8/11〜8/30

152 ◉ 法華経　方便品（竹生島経） 1巻 平安時代　11世紀 東京国立博物館

153 法華経　妙音菩薩品 1巻 平安時代　11〜12世紀 大阪・施福寺（槇尾寺） 9/1〜9/13

154 ◎ 法華経　巻第四 1巻 鎌倉時代　12〜13世紀 大阪・勝尾寺 7/23〜8/10

155 ◉ 法華一品経　観世音菩薩普門品 
（長谷寺経のうち）

34巻のうち 
1巻 鎌倉時代　13世紀 奈良・長谷寺

156 法華経　安楽行品 1巻 鎌倉時代　13世紀 京都・善峯寺 7/23〜8/10

157 法華経　巻第八 8巻のうち1巻 鎌倉時代　13世紀 兵庫・播州清水寺 9/1〜9/13

158 法華経　巻第一・第八 7巻のうち2巻 室町時代　応永元年（1394） 京都・成相寺 8/11〜8/30

159 ◎ 阿弥陀聖衆来迎図 1幅 平安時代　11〜12世紀 奈良・長谷寺

160 ◉ 普賢延命菩薩像 1幅 平安時代　12世紀 京都・松尾寺

161 ◎ 紅玻璃阿弥陀像 1幅 鎌倉時代　14世紀 京都・成相寺

162 ◎ 紅玻璃阿弥陀像 1幅 鎌倉時代　14世紀 滋賀・長命寺

163 地蔵菩薩霊験記絵巻断簡 1幅 鎌倉〜南北朝時代　14世紀 京都・六波羅蜜寺

164 春日社寺曼荼羅図 1幅 鎌倉時代　14世紀 奈良・興福寺

165 両頭愛染明王像 1幅 室町〜桃山時代　16世紀 大阪・総持寺

166 弁財天像 1幅 室町時代　15世紀 奈良・岡寺（龍蓋寺）

167 高野四所明神像 1幅 室町時代　15世紀 奈良・岡寺（龍蓋寺）

168 釈迦十六善神像 1幀 室町時代　15世紀 奈良・岡寺（龍蓋寺）

169 刀八毘沙門天像 1幅 室町時代　16世紀 京都・観音寺（今熊野観音寺）

170 熊野本地仏曼荼羅図 1幅 室町時代　16世紀 和歌山・青岸渡寺

171 西国三十三所観音集会図 1幅 江戸時代　18世紀 兵庫・中山寺

＊「146 ◎ 毘沙門天立像　京都・頂法寺（六角堂）」については、都合により展示されません。


