
ＮＯ． 指定 名称 地域 所蔵 前期展示 後期展示

127 　 狩場明神像 　会　　　期：４月８日（火）～６月１日（日）

128 狩場明神像 和歌山 丹生狩場神社 　前期展示：４月８日（火）～５月６日（火）

129 大日如来坐像 和歌山 金剛寺 　後期展示：５月８日（木）～６月１日（日）

130 大日如来鏡像 大阪市立美術館 　※作品保護のため、会期中、絵画作品を中心に大規模な展示替えを行います。

131 女神坐像 和歌山 三谷薬師堂 ＮＯ． 指定 名称 地域 所蔵 前期展示 後期展示

132 女神坐像 和歌山 三谷薬師堂

133 童形神坐像 和歌山 三谷薬師堂 1 重文 蔵王権現立像　源慶作 奈良 如意輪寺

134 女神坐像 2 重文 蔵王権現立像厨子 奈良 如意輪寺

135 童形神坐像 3 重文 蔵王権現立像 奈良 大峯山寺

136 重文 獅子・狛犬 和歌山 丹生都比売神社 4 蔵王権現立像 奈良 金峯山寺

137 大日如来坐像　(天野社伝来) 和歌山 金剛峯寺 5 蔵王権現立像 大阪市立美術館

138 両頭愛染明王坐像　(天野社伝来) 和歌山 金剛峯寺 6 蔵王権現鏡像 大阪市立美術館

139 愛染明王坐像　(天野社伝来) 和歌山 金剛峯寺 7 重文 役行者倚坐像 奈良 櫻本坊

140 阿弥陀如来坐像 和歌山 延命寺 8 　 役行者坐像 奈良 櫻本坊

141 十一面観音立像 和歌山 延命寺 9 役行者坐像 奈良 金峯山寺

142 　 薬師如来坐像 和歌山 薬師寺 10 役行者・八大童子像 奈良 金峯山寺

143 重文 伝龍猛菩薩立像 和歌山 泰雲院 11 役行者・八大童子像 大阪市立美術館

144 重文 不動明王立像　(合体不動) 和歌山 金剛峯寺 12 前鬼・後鬼坐像 奈良 金峯山寺

145 重文 金剛峯寺地形図 神奈川 称名寺 13 大峯八大童子立像 奈良 櫻本坊

146 高野山参詣曼荼羅図 東京藝術大学大学美術館 14 役行者母公倚坐像 奈良 櫻本坊

147 高野山参詣曼荼羅図 兵庫 花岳寺 15 重文 吉野曼荼羅図 奈良 西大寺

148 天野社絵図 和歌山 金剛峯寺 16 吉野曼荼羅図 奈良 金峯山寺

149 慈尊院絵図 和歌山 金剛峯寺 17 吉野曼荼羅図 兵庫 太山寺

150 重文 弥勒菩薩像 和歌山 慈尊院 18 吉野曼荼羅図 奈良 金峯山寺

19 　 吉野曼荼羅図 奈良 如意輪寺

20 吉野曼荼羅図 京都 三室戸寺

21 吉野曼荼羅図 奈良 竹林院

22 吉野曼荼羅図 滋賀 市神神社

23 天川弁財天曼荼羅図 奈良 能満院

24 厨子入天川諸尊像

25 国宝 藤原道長経筒　(大峯山山頂出土) 奈良 金峯神社

26 重文 如来・菩薩坐像　(大峯山山頂出土) 奈良 大峯山寺

27 大峯山全図 奈良 大和文華館

28 吉野子守明神像

29 吉野子守明神像 奈良 大和文華館

30 獅子・狛犬 奈良 吉野水分神社

31 子守明神像 奈良 櫻本坊

32 子守明神鏡像

33 子守明神鏡像 大阪市立美術館

34 子守三所明神鏡像 東京国立博物館

35 子守三所明神鏡像

36 子守三所明神鏡像

37 若宮鏡像

38 勝手明神像 奈良 櫻本坊

39 勝手明神鏡像

吉野・大峯

5月8日〜18日

5月20日〜6月1日

4月8日〜5月18日



ＮＯ． 指定 名称 地域 所蔵 前期展示 後期展示 ＮＯ． 指定 名称 地域 所蔵 前期展示 後期展示

40 重文 釈迦如来坐像 奈良 櫻本坊 84 重文 熊野曼荼羅図 京都 高山寺

41 重文 千手観音像 奈良 金峯山寺 85 　 熊野曼荼羅図 和歌山 熊野本宮大社

42 重文 聖徳太子・二王子立像 奈良 金峯山寺 86 熊野曼荼羅図 文化庁

43 童形神坐像　(伝聖徳太子坐像) 奈良 竹林院 87 　 熊野曼荼羅図 京都 聖護院

44 　 釈迦如来立像 奈良 金峯山寺 88 熊野曼荼羅図 滋賀 西明寺

45 阿弥陀如来立像 奈良 如意輪寺 89 重文 熊野曼荼羅図 兵庫 湯泉神社

46 不動明王立像 奈良 櫻本坊 90 熊野曼荼羅図 滋賀 錦織寺

47 薬師十二神将像 奈良 金峯山寺 91 熊野曼荼羅図 和歌山県立博物館

48 天狗立像 奈良 喜蔵院 92 熊野曼荼羅図 京都 聖護院

49 　 十一面観音立像 奈良 世尊寺 93 熊野曼荼羅図 滋賀 観音寺

50 大日如来坐像 奈良 来迎院 94 熊野曼荼羅図 和歌山県立博物館

51 如意輪観音坐像 奈良 鳳閣寺 95 　 熊野曼荼羅図 和歌山 熊野那智大社

52 重文 不動明王立像 京都市 96 重文 伝熊野曼荼羅図 和歌山 龍泉院

53 天部形立像 奈良 龍泉寺 97 諸尊集会図 東京国立博物館

54 　 阿弥陀如来坐像 奈良 大日堂 98 重文 熊野権現影向図 京都 檀王法林寺

99 　 熊野権現影向図 神奈川 正念寺

55 国宝 熊野速玉大神坐像 和歌山 熊野速玉大社 100 那智参詣曼荼羅図 和歌山 熊野速玉大社

56 重文 伊邪那美神坐像 和歌山 熊野速玉大社 101 那智参詣曼荼羅図 和歌山 補陀洛山寺

57 重文 伊邪那岐神坐像 和歌山 熊野速玉大社

58 重文 皇太神坐像 和歌山 熊野速玉大社

59 　 女神坐像 和歌山 熊野那智大社 103 　 那智参詣曼荼羅図・熊野観心十界図 和歌山 正覚寺

60 男神坐像 和歌山 熊野那智大社 104 　 熊野三山絵図 和歌山 熊野那智大社

61 神将形立像 和歌山 熊野那智大社 105 熊野御幸図写（那智幅） 和歌山県立博物館

62 狛犬 和歌山 熊野本宮大社 106 重文 大日如来坐像　(那智山経塚出土) 和歌山 青岸渡寺

63 　 阿弥陀如来坐像 和歌山 藤白神社 107 重文 如来・菩薩坐像　(那智山経塚出土) 和歌山 青岸渡寺／東京国立博物館

64 　 薬師如来坐像 和歌山 藤白神社 108 三昧耶形像　(那智山経塚出土) 東京国立博物館

65 　 千手観音坐像 和歌山 藤白神社 109 菩薩半跏像　(那智山経塚出土) 東京国立博物館

66 阿弥陀如来坐像・薬師如来坐像・千手観音坐像 110 十一面観音立像　(那智山経塚出土) 東京国立博物館

67 千手観音立像 京都 新宮寺 111 釈迦如来立像 和歌山 阿弥陀寺

68 聖観音立像 京都 新宮寺 112 五大明王像 和歌山 阿弥陀寺

69 地蔵菩薩立像 京都 新宮寺 113 薬師如来立像　(備崎経塚出土) 和歌山 熊野本宮大社

70 重文 熊野十二所権現懸仏 京都 細見美術館 114 　 寒川神社伝来諸尊像 和歌山 安楽寺

71 重文 熊野十二所権現懸仏 奈良国立博物館 115 　 菩薩形坐像 和歌山 海蔵寺

72 　 熊野三所権現懸仏 和歌山 熊野那智大社 116 重文 阿弥陀如来立像 三重 善教寺

73 十一面観音坐像 和歌山 熊野那智大社

74 薬師三尊像 和歌山 熊野速玉大社 117 重文 弘法大師・丹生高野両明神像　(問答講本尊) 和歌山 金剛峯寺

75 重文 熊野曼荼羅図 京都 聖護院 118 弘法大師・丹生高野両明神像 和歌山 宝寿院

76 　 熊野曼荼羅図 和歌山 熊野那智大社 119 四社明神像 和歌山 正智院

77 熊野曼荼羅図 京都 安祥寺 120 弘法大師・四社明神像 和歌山 金剛峯寺

78 熊野曼荼羅図 香川 道隆寺 121 四社明神像 和歌山 櫻池院

79 熊野曼荼羅図 京都 仁和寺 122 四社明神像 和歌山 西禅院

80 熊野曼荼羅図 滋賀 市神神社 123 山王院本殿縮図 和歌山 金剛峯寺

81 熊野曼荼羅図 奈良 竹林院 124 般若十六善神像　(山王院大般若本尊） 和歌山 金剛峯寺

82 熊野曼荼羅図 和歌山 青岸渡寺 125 重文 狩場明神・丹生明神像 埼玉 法恩寺

83 熊野曼荼羅図 滋賀 西教寺 126 狩場明神・弘法大師像 奈良 転法輪寺

4月15日〜6月1日

4月15日〜6月1日

4月15日〜6月1日

102

熊野三山

4月22日〜6月1日

　

4月29日〜6月1日

前期：丹生明神、後期：狩場明神

三重
津市神戸第一自治会
津市神戸第二自治会

高野山

4月8日〜4月27日

那智参詣曼荼羅図・熊野観心十界図
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