
密教系（真⾔・天台） → 無地
全宗派        → 薄柿⾊
浄⼟系（浄⼟・⾨徒） → 草⾊
禅系（曹洞・臨済）  → ⽔⾊
⽇蓮系（⽇蓮・法華） → 灰⾊

仏画名 仮名 宗派 記号・画⼨ 組 在庫 備考
愛染曼荼羅 あいぜんまんだら 密教 P-127 2.0×2.8尺丈 1
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-4    1.8x4.0尺丈
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-130 1.8x4.0尺丈
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-131 1.8x4.0尺丈
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-132 1.8x4.0尺丈
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-133 1.8x4.0尺丈 11
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-135 1.8x4.0尺丈
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-136 1.8x4.0尺丈 1
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-137 2.0x4.0尺丈   1
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-138 1.8x4.0尺丈
愛染明王 あいぜんみょうおう 密教 S-139 1.8x4.0尺丈 1
愛染明王（宝⼭寺本） あいぜんみょうおう 密教 M-120 3.0x5.0尺丈
愛染明王像 あいぜんみょうおうぞう 密教 P-85 2.6×4.5尺丈 2
⾚不動尊（明王院本） あかふどうそん 密教 S-108 1.8x4.0尺丈 1
天照⼤神像 あまてらすおおみかみぞう 密教 L-43 1.8x4.0尺丈 1
阿弥陀三尊（座像） あみださんぞん 密教 S-106 1.8x4.0尺丈
阿弥陀三尊（座） あみださんぞん 密教 L-133 1.8x4.0尺丈
阿弥陀三尊図（三幅対）未来 あみださんぞん（みらい） 密教 O-28 4.5x7.0尺丈 三幅対
阿弥陀25菩薩来迎図 あみだにじゅうごぼさつらいごうず 密教・天台宗 S-30 2.3x3.0尺丈 1
安鎮曼荼羅（中尊⻘⿊⾁） あんちんまんだら 密教 P-137-1 2.5×2.8尺丈
安鎮曼荼羅（中尊⻩⾊⾁） あんちんまんだら 密教 P-137-2 2.5×2.8尺丈
⼀印会・⾦剛界⼤⽇如来  （東寺・元禄本） いちいんえ 密教 S-94 2.5x2.5尺丈 双幅
⼀印会・中台⼋葉院（両界曼荼羅）（東寺元禄本） いちいんえ・ちゅうだいはちよういん 密教 M-64 2.0x2.0尺丈 双幅
印融御影 いんゆうみえ 密教・真⾔宗 P-76 1.8x4.0尺丈
烏枢渋魔明王 うすさまみょうおう 密教 L-37 1.8x4.0尺丈 3
烏枢沙摩明王（硯屏仕上） うすさまみょうおう 密教 O-3-12
宇多法皇御影（仁和寺本） うだほうおうぞう 密教・真⾔宗 M-171 1.8x4.0尺丈
⾬宝童⼦ うほうどうじ 密教 L-46 1.8x4.0尺丈 3 ⽩茶１ 紺２
叡尊御影・興正菩薩（⻄⼤寺本） えいそんごえい・こうしょうぼさつ 密教 M-84 1.8x4.0尺丈
⼲⽀守本尊曼荼羅 えとまもりほんぞんまんだら 密教 L-26 2.0x4.0尺丈 1
円珍御影・智証⼤師御影 えんちんみえ・ちしょうだいし 密教・天台宗 M-161 1.8x4.0尺丈 1
役⾏者・神変⼤菩薩（墨絵） えんのぎょうじゃ・じんぺんだいぼさつ 密教 O-2   1.5x4.0尺丈 1
役⾏者・神変⼤菩薩（硯屏仕上） えんのぎょうじゃ・じんぺんだいぼさつ 密教・真⾔宗 O-10-12 7⼨x1尺丈（硯屏）
閻魔天曼荼羅 えんまてんまんだら 密教 O-4 2.0x3.5尺丈
閻魔天曼荼羅 えんまてんまんだら 密教 O-5 2.0x3.5尺丈
閻魔天曼荼羅 えんまてんまんだら 密教 P-143   4.7×2.7.尺丈 1
応徳涅槃図（⾦剛峯寺本） おうとくねはんず 密教 S-149 4.0x5.0尺丈
⼤峯曼荼羅 おおみねまんだら 密教 O-6 2.3x4.5尺丈
覚鑁・興教⼤師御影 かくばん・こうぎょうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-165 2,2x4.0尺丈
覚鑁御影（與教⼤師） かくばんみえ 密教・真⾔宗 S-46 1.8x4.0尺丈 3
覚鑁御影・興教⼤師 かくばんみえ・こうきょうだいし 密教 P-103-3   1.3×3.0尺丈
覚鑁御影・興教⼤師 かくばんみえ・こうぎょうだいし 密教・真⾔宗 M-121 1.3x3.0尺丈
覚鑁臨終本尊（真⾔密教両部秘蔵曼荼羅）（⾦・胎） かくばんりんじゅうほんぞん 密教・真⾔宗 P-47-1 1.5x3.6尺丈 11
覚鑁臨終本尊（真⾔密教両部秘蔵曼荼羅）（⾦） かくばんりんじゅうほんぞん 密教・真⾔宗 P-47-2 1.5x3.7尺丈 双幅 1
覚鑁臨終本尊（真⾔密教両部秘蔵曼荼羅）（胎） かくばんりんじゅうほんぞん 密教・真⾔宗 P-47-2 1.5x3.7尺丈 双幅 1
訶梨帝⺟・⻤⼦⺟神 かりていも・きしぼじん 密教 S-3    1.8x4.0尺丈 2
訶梨帝⺟像 かりていもぞう 密教 L-75 1.8x4.0尺丈 1
狩場明神・弘法⼤師像 かりばみょうじんぞう 密教・真⾔宗 P-4 1.5x4.0尺丈
喜悦愛染明王・抵愛染 きえつあいぜんみょうおう・ていあいぜん 密教 P-86 2.6×4.5尺丈 2
吉祥天像（親王院本） きっしょうてんぞう 密教 S-141 1.8x4.0尺丈 1
⾏基御影 ぎょうきみえ 密教 P-46 1.8x4.0尺丈
清滝権現図 きよたきごんげんず 密教・真⾔宗 M-126 1.8x4.0尺丈
空海・善通寺御影 くうかい・ぜんつうじみえ 密教・真⾔宗 O-166 2.4x4.5尺丈
空海・理趣経（百字之偈）（硯屏仕上） くうかい・りしゅきょうひゃくじのげ 密教・真⾔宗 O-3-4
空海真実経⽂句 ⼗七尊理趣経曼荼羅(紺紙⾦泥） くうかいしんじつきょうもんく じゅうしちそんまんだら 密教 P-109-1 2.0×2.3尺丈
空海真実経⽂句 ⼗七尊理趣経曼荼羅(⾦銀繍仏） くうかいしんじつきょうもんく じゅうしちそんまんだら 密教 P-109-2 2.0×2.3尺丈
空海真実経⽂句 ⼗七尊理趣経曼荼羅(極彩⾊） くうかいしんじつきょうもんく じゅうしちそんまんだら 密教 P-109-3 2.0×2.3尺丈 1
空海筆般若⼼経（墨蹟）（額装） くうかいひつはんにゃしんぎょう 密教・真⾔宗 P-38 1.8x1.1尺丈 36 紙８ 絹２８
空海筆般若⼼経（墨蹟）（軸装） くうかいひつはんにゃしんぎょう 密教・真⾔宗 P-38 1.8x1.1尺丈 36 紙８ 絹２８
空海御影（弘法⼤師） くうかいみえ 密教・真⾔宗 S-45 1.8x4.0尺丈
空海御影（弘法⼤師）真如親王様式 くうかいみえ 密教・真⾔宗 L-130 3.0x5.0尺丈
空海御影（弘法⼤師）真如親王様式 くうかいみえ 密教・真⾔宗 L-153 4.0x5.0尺丈
空海御影（弘法⼤師）真如親王様式 くうかいみえ 密教・真⾔宗 L-157 1.3x3.0尺丈
孔雀経曼荼羅 くじゃくきょうまんだら 密教・真⾔宗 P-41 3.0x3.3尺丈
孔雀明王 くじゃくみょうおう 密教 S-5 1.8x4.0尺丈 1
孔雀明王 くじゃくみょうおう 密教 S-6 1.8x4.0尺丈
孔雀明王 くじゃくみょうおう 密教 S-7 1.8x4.0尺丈
孔雀明王 くじゃくみょうおう 密教 S-8 1.8x4.0尺丈
孔雀明王像 くじゃくみょうおうぞう 密教 P-145   1.8×4.0尺丈 1
紅玻離阿弥陀（正智院本） ぐはりみだ 密教 P-140 2.1×3.5尺丈
求聞持虚空蔵菩薩 ぐもんじこくぞう 密教 S-179 2.0x4.0尺丈 1
求聞持虚空蔵菩薩 ぐもんじこくぞうぼさつ 密教 S-50 1.8x4.0尺丈 4
供養本尊（⾦剛界） くようほんぞん・こんごうかいだいにちにょらい 密教 P-101 4.7×5.8尺丈 双幅
供養本尊（胎蔵） くようほんぞん・たいぞうだいにちにょらい 密教 P-102 4.7×5.8尺丈 双幅
倶利迦羅剣図 くりからけんず 密教・真⾔宗 O-36 1.5x4.0尺丈
倶利迦羅剣図        （額装） くりからけんず 密教・真⾔宗 O-113 1.2x1.5尺丈
軍荼利明王   (五⼤明王） ぐんだりみょうおう 密教 P-115    4.2×5.6尺丈 五幅対
⽞奘三蔵像 げんじょうさんぞう 密教 P-91 1.8×4.0尺丈 1
憲深御影 けんしんみえ 密教・真⾔宗 O-85 1.8x4.0尺丈
憲深御影 けんしんみえ 密教 P-103-2   1.3×3.0尺丈
⽞宥御影（智積院本） げんゆうみえ 密教・真⾔宗 M-35 1.8x4.0尺丈 8
元禄本両部曼荼羅（⾦）（東寺本） げんろくぼんりょうぶまんだら・こんごうかい 密教・真⾔宗 O-148 3,3x3,6尺丈 双幅 1
元禄本両部曼荼羅（胎）（東寺本） げんろくぼんりょうぶまんだら・たいぞう 密教・真⾔宗 O-149 3.3x3.6尺丈 双幅 1
元禄本両部曼荼羅（⾦）（東寺本）  げんろくぼんりょうぶまんだらこんごうかい 密教 M-26 3.4x3.6尺丈 双幅
元禄本両部曼荼羅（胎）（東寺本）  げんろくぼんりょうぶまんだらたいぞう 密教 M-27 3.4x3.6尺丈 双幅
降三世明王  (五⼤明王） ごうざんぜみょうおう 密教 P-117 4.2×5.6尺丈 五幅対
降三世明王（東寺本） ごうざんぜみょうおう 密教 P-124 4.0×6.0尺丈 双幅
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弘法⼤師⾏状図 こうぼうだいしぎょうじょうず 密教・真⾔宗 P-50 2.0x4.5尺丈
弘法⼤師⼗⼤弟⼦（双幅） こうぼうだいしじゅうだいでし 密教・真⾔宗 O-75/76 1.5x4.2尺丈ｘ２ 双幅 1
弘法⼤師⼗⼤弟⼦ こうぼうだいしじゅうだいでし 密教・真⾔宗 O-143 1.5x1.7尺丈 ⼗幅対 1
弘法⼤師御影（東寺本） こうぼうたいしみえ 密教・真⾔宗 O-86 1.3x3.0尺丈
弘法⼤師御影（讃⽂つき） こうぼうだいしみえ 密教 S-119 1.8x4.0尺丈
弘法⼤師御影（讃⽂つき） こうぼうだいしみえ 密教 S-120 3.0x5.0尺丈 1
弘法⼤師像（真如親王様式） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 M-37 1.8x4.0尺丈 4
弘法⼤師御影 こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 M-45 1.3x3.0尺丈 3
弘法⼤師御影（東寺本） こうぼうだいしみえ 密教 M-117 5.0x6.5尺丈
弘法⼤師御影 こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 L-44 1.8x4.0尺丈 9
弘法⼤師御影（硯屏仕上） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-3-5
弘法⼤師御影（⼭路天酬先⽣依頼） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-72 2.3x4.0尺丈 1
弘法⼤師御影 こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-97 1.3x3.0尺丈
弘法⼤師御影（古⾊仕上） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-100 1.3x3.0尺丈 15
弘法⼤師御影（⼋祖様式）  （額装） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-110 1.2x1.5尺丈 7
弘法⼤師御影（真如親王様式）（額装） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-111 1.2x1.5尺丈 7
弘法⼤師御影（散字⼊り） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-133 1.8x4.0尺丈 7
弘法⼤師御影（讃字⼊り） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-159 3.8x5.8尺丈 1
弘法⼤師御影 こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 O-160 3.8x5.8尺丈
弘法⼤師御影（牀机座）（⼋祖式） こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 P-43 1.5x4.0尺丈
弘法⼤師御影（牀机座）（⼋祖式）（東寺本） こうぼうだいしみえ 密教 P-51 3.0x4.0尺丈 1
弘法⼤師御影・牀机座・⼋祖式 こうぼうだいしみえ 密教・真⾔宗 P-53 3.0x4.0尺丈 2 １枚真鍋印あり
弘法両明神像（⾼野・丹⽣明神） こうぼうりょうみょうじんぞう 密教・真⾔宗 L-70 1.8x4.0尺丈 1
光明真⾔曼荼羅 こうみょうしんごんまんだら 密教・真⾔宗 M-63 1.8x4.0尺丈 2
⾼野⼭古図（⾦剛三昧院本） こうやさんこず 密教・真⾔宗 M-80 4.7x1.5尺丈 1
⾼野⼭両界曼荼羅（⾦）⾦剛峯寺本 こうやさんりょうかいまんだらこんごうかい 密教 M-33 3.1x3.5尺丈 双幅
⾼野⼭両界曼荼羅（胎）⾦剛峯寺本 こうやさんりょうかいまんだらたいぞう 密教 M-34 3.1x3.5尺丈 双幅
⾼野四社明神 こうやししゃみょうじん 密教 S-15 1.8x4.0尺丈 13
⾼野四社明神 こうやししゃみょうじん 密教 S-115 1.5x4.0尺丈
⾼野四社明神（⾦剛峯寺本） こうやししゃみょうじん 密教・真⾔宗 O-11 1.8x4.3尺丈 2
⾼野四社明神（⾦剛峯寺本） こうやししゃみょうじん 密教・真⾔宗 O-12 1.8x4.3尺丈
⾼野四社明神（（⾦剛峯寺本） こうやししゃみょうじん 密教・真⾔宗 O-121 １.5x4.0尺丈 双幅 3
虚空蔵菩薩（東博本） こくうぞうぼさつ 密教 S-182 2.0x4.0尺丈
虚空蔵菩薩（醍醐寺本） こくうぞうぼさつ 密教 S-183 1.8x4.0尺丈
五髪⽂殊菩薩 ごけいもんじゅぼさつ 密教・真⾔宗 M-116 1.8x4.0尺丈
五髻⽂殊菩薩 ごけいもんじゅぼさつ 密教 L-36 1.8x4.0尺丈 3
五髻⽂殊曼荼羅 ごけいもんじゅまんだら 密教・真⾔宗 O-80 2.5x2.5尺丈 1
五⾊光明曼荼羅・光明真⾔ ごしきこうみょうまんだら・こうみょうしんごん 密教 P-104 1.5×4.0尺丈 1
⼩嶋荒神・三宝荒神 こじまこうじん・さんぽうこうじん 密教・真⾔宗 L-158 1.5x4.0尺丈
⼩嶋荒神（版⽊） こじまこうじん・さんぽうこうじん 密教・真⾔宗 O-19 1.0x2.2尺丈・（版⽊）
⼩嶋荒神像・三宝荒神像 こじまこうじん・さんぽうこうじん 密教・真⾔宗 P-77 1.8x4.0尺丈
五⼤虚空蔵曼荼羅 ごだいこくうぞうまんだら 密教 L-66 2.0x4.0尺丈
五⼤尊（軍荼利明王） ごだいそん（ぐんだりみょうおう） 密教 S-151 2.0x4.0尺丈 五幅対 1
五⼤尊（降三世明王） ごだいそん（ごうざんぜみょうおう） 密教 S-153 2.0x4.0尺丈 五幅対 1
五⼤尊（⾦剛夜叉明王） ごだいそん（こんごうやしゃみょうおう） 密教 S-154 2.0x4.0尺丈 五幅対 1
五⼤尊（⼤威徳明王） ごだいそん（だいいとくみょうおう） 密教 S-150 2.0x4.0尺丈 五幅対 1
五⼤尊（不動尊） ごだいそん（ふどうそん） 密教 S-152 2.0x4.0尺丈 五幅対 1
五⼤尊（軍荼利明王）（醍醐寺本） ごだいそんぐんだりみょうおう 密教 M-29 1.8x4.0尺丈 五幅対
五⼤尊（降三世明王）  （醍醐寺本） ごだいそんごうざんぜみょうおう 密教 M-31 1.8x4.0尺丈 五幅対
五⼤尊（⾦剛夜叉明王）  （醍醐寺本） ごだいそんこんごうやしゃみょうおう 密教 M-32 1.8x4.0尺丈 五幅対
五⼤尊像 ごだいそんぞう 密教 M-172 2.8x4.6尺丈
五⼤尊像 ごだいそんぞう 密教 L-69 1.8x4.0尺丈
五⼤尊像 ごだいそんぞう 密教・真⾔宗 P-44 1.8x4.0尺丈 2
五⼤尊（⼤威徳明王）（醍醐寺本） ごだいそんだいいとくみょうおう 密教 M-28 1.8x4.0尺丈 五幅対
五⼤尊（不動尊）（醍醐寺本） ごだいそんふどうそん 密教 M-30 1.8x4.0尺丈 五幅対
五⼤⼒菩薩（醍醐寺本） ごだいりきぼさつ 密教 M-85-1 2.0x3.0尺丈
五⼤⼒菩薩 ごだいりきぼさつ 密教・真⾔宗 P-69 1.8x4.0尺丈 3
五⼤⼒菩薩（醍醐寺本） ごだいりきぼさつぼさつ 密教 M-85-2 1.8x4.0尺丈
五⼤⼒吼菩薩・五⼤⼒菩薩 ごだいりっくぼさつ・ごだいりきぼさつ 密教 P-119 1.8×4.0尺丈
五秘密曼荼羅（醍醐寺本） ごひみつまんだら 密教 M-70 2.2x4.0尺丈
五秘密曼荼羅（硯屏仕上） ごひみつまんだら 密教・真⾔宗 O-10-2 7⼨x1尺丈（硯屏）
五秘密曼荼羅（醍醐寺本） ごひみつまんだら 密教 O-163 2.0x4.0尺丈 4
五秘密曼荼羅（宗叡請来本） ごひみつまんだら 密教・真⾔宗 P-83 2.2x4.0尺丈 5
五秘密曼荼羅（醍醐寺本） ごひみつまんだらまんだら 密教・真⾔宗 L-159 1.5x4.0尺丈
御宝号（⼤師御筆）（紺紙⾦泥） ごほうごう 密教・真⾔宗 M-43 1.3x3.0尺丈
御宝号（⼤師御筆）（紺紙⾦泥） ごほうごう 密教・真⾔宗 M-58 1.5x4.0尺丈 26
御宝号本⾦箔押（弘法⼤師御筆） ごほうごうほんきんはくおし 密教・真⾔宗 M-155 1.5x4.0尺丈 3
五輪塔図 ごりんとうず 密教・真⾔宗 P-3 1.3x3.0尺丈 5
五輪塔図 ごりんとうず 密教・真⾔宗 P-7 1.3x3.0尺丈
⾦剛界阿字観（⾊紙） こんごうかいあじかん 密教 S-48 8⼨x9⼨丈 2
⾦剛界阿字観（⾊紙） こんごうかいあじかん 密教 S-49 8⼨x9⼨丈
⾦剛界阿字観 こんごうかいあじかん 密教・真⾔宗 M-95 3.6x5.6尺丈 1
⾦剛界阿字観（⽉輪直径７５㎝） こんごうかいあじかん 密教 P-146   3.6×4.3尺丈
⾦剛界⼤⽇如来像（⾦剛峯寺本） こんごうかいあじかんだいにちにょらいぞう 密教 S-125 1.8x4.0尺丈
⾦剛界⼤⽇如来像（⾦剛峯寺本） こんごうかいあじかんだいにちにょらいぞう 密教 S-126 3.0x5.0尺丈
⾦剛界種⼦曼荼羅（種⼦児⽟義隆先⽣） こんごうかいしゅじまんだら 密教・真⾔宗 P-71 4.0x4.6尺丈 双幅
⾦剛界種⼦曼荼羅（種⼦児⽟義隆先⽣）（紺紙⾦泥） こんごうかいしゅじまんだら(こんしきんでい） 密教・真⾔宗 P-73 3.4x3.6尺丈 双幅
⾦剛界⼤⽇如来 こんごうかいだいにちにょらい 密教・真⾔宗 O-87 1.3x3.0尺丈 7
⼤⽇如来像（硯屏仕上） こんごうかいだいにちにょらいぞう 密教・真⾔宗 O-10-1 7⼨x1尺丈（硯屏）
⾦剛界⼤⽇如来像 こんごうかいだいにちにょらいぞう 密教 P-135-1  1.8×4.0尺丈 双幅
⾦剛界⼋⼗⼀尊曼荼羅（根津美術館本） こんごうかいはちじゅういっそんまんだら 密教 O-134 3.3x3.6尺丈
⾦剛界⼋⼗⼀尊曼荼羅 こんごうかいはちじゅういっそんまんだら 密教 O-135 3.3x3.6尺丈 1
⾦剛歌菩薩（内之四供養菩薩） こんごうかぼさつ 密教 M-22 1.8x4.0尺丈  四幅対
⾦剛嬉菩薩（内之四供養菩薩） こんごうきぼさつ 密教 M-20 1.8x4.0尺丈  四幅対
⾦剛舞菩薩（内之四供養菩薩） こんごうぶぼさつ 密教 M-23 1.8x4.0尺丈  四幅対
⾦剛鬘菩薩（内之四供養菩薩） こんごうまんぼさつ 密教 M-21 1.8x4.0尺丈  四幅対
⾦光明経最勝王経曼荼羅 こんこうみょうさいしようおうきょうまんだら 密教・真⾔宗 P-52 2.4x5.0尺丈
⾦剛夜叉明王  (五⼤明王） こんごうやしゃみょうおう 密教 P-118 4.2×5.6尺丈 五幅対
⾦胎種⼦曼荼羅 こんたいしゅじりょうがいまんだら 密教 M-87 1.6x1.8尺丈ｘ２ 1
⾦胎種⼦曼荼羅（松本俊彰先⽣） こんたいしゅじりょうがいまんだら 密教・真⾔宗 L-109 2.0x2.5尺丈 双幅
⾦胎⼤⽇如来像 こんたいだいにちにょらいぞう 密教・真⾔宗 M-44 1.3x3.0尺丈
⾦胎⼤⽇如来像 こんたいだいにちにょらいぞう 密教・真⾔宗 O-109 1.8x4.0尺丈
⾦胎無量寿如来ゆかりの仏（散華） こんたいむりょうじゅにょらいゆかりのほとけ（さんげ） 密教 P-113 約2⼨×3⼨散華
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最澄・伝教⼤師（硯屏仕上） さいちょうみえ・でんぎょうだいし 密教・天台宗 O-3-10
最澄御影（伝教⼤師） さいちょうみえでんぎょうだいし 密教・天台宗 M-52 1.8x4.0尺丈
嵯峨天皇御影 さがてんのうみえ 密教・真⾔宗 P-39 1.8x4.0尺丈 8
三世三千仏図（過去・現在・未来） さんせいさんぜんぶつず 密教 O-102〜104 2.0x4.1尺丈 三幅対 2
三福天（吉祥・弁財・宝蔵天） さんぷくてん きしょう・べんざい・ほうぞうてん 密教 L-59 1.8x4.0尺丈 1
三宝荒神図（硯屏仕上） さんぽうこうじん 密教 O-3-11
三宝荒神像 さんぽうこうじんぞう 密教 L-39 1.8x4.0尺丈
地獄極楽図 じごくごくらくず 密教 P-12 1.8x4.5尺丈
四国古図（⼤窪寺本） しこくこず 密教・真⾔宗 P-57 161x164尺丈ｘ３
地獄図・六道図 じごくず・ろくどうず 密教・真⾔宗 O-129･130 1.5x4.0尺丈 双幅 1
四国８８お砂ふみ本尊 しこくはちじゅうはちかしょれいじょうおすなふみ 密教 O-105 1.3x3.0尺丈 ⼋⼗⼋幅対
四社明神像（元寇に赴く図）（⾦剛峯寺本） ししゃみょうじんぞう 密教・真⾔宗 O-120 2.0x4.0尺丈 双幅 9
四神相応図 ししんそうおうず 密教 M-90-1 8⼨x9⼨額装
地蔵菩薩（宝寿院本） じぞうぼさつ 密教 S-144 1.8x4.0尺丈
地蔵菩薩独尊来迎図 じぞうぼさつどくそんらいごうず 密教・真⾔宗 L-165 1.8x4.0尺丈
七星如意輪曼荼羅 しちせいにょいりんまんだら 密教 P-107 2.6×2.6尺丈
七尊仏図 しちそんぶつず 密教・真⾔宗 M-151 1.5x4.0尺丈 2
四天王像 してんおうぞう 密教 P-35 1.5x4.0尺丈 四幅対
釈迦三尊図(三幅対)  現在 しゃかさんぞん（げんざい） 密教 O-27 4.5x7.0尺丈 三幅対
釈迦誕⽣図（⾦剛峯寺本） しゃかたんじょうず 密教・真⾔宗 L-64 2.0x4.0尺丈
釈迦誕⽣仏 しゃかたんじょうぶつ 密教 S-109 1.8x4.0尺丈 2
釈迦如来像（神護寺本）（座） しゃかにょらい 密教 M-65 2.0x4.0尺丈
釈迦如来説法図（勧修寺本） しゃかにょらいせっぽうず 密教 O-81 1.8x2.3尺丈
⼗⼀⾯観⾳菩薩 じゅういちめんかんのんぼさつ 密教 S-178 1.8x4.0尺丈
⼗王図屏⾵（甲） じゅうおうずびょうぶ 密教 P-139 2.1×4.2尺丈×6 双幅
⼗王図屏⾵（⼄） じゅうおうずびょうぶ 密教 P-139 2.1×4.2尺丈×6 双幅
⼗三仏（愛染⼊）（来迎形式） じゅうさんぶつ（あいぜんいり） 密教 L-60 1.8x4.2尺丈
⼗三仏図（⾦紙燕泥） じゅうさんぶつ（きんしえんでい） 密教・真⾔宗 O-124 1.7x1.4尺丈（額装）
⼗三仏（中尊⼤⽇如来） じゅうさんぶつず 密教 S-172 1.5x4.0尺丈  
⼗三仏図（中尊⼤⽇如来） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 S-187 1.5x4.1尺丈
⼗三仏図（来迎形式） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 L-1 1.3x3.0尺丈
⼗三仏図（来迎形式） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 L-2 1.3x3.0尺丈
⼗三仏図（来迎形式） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 L-15 1.3x3.0尺丈
⼗三仏図（来迎形式） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 L-16 1.8x4.0尺丈
⼗三仏図（来迎形式） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 L-48 1.8x4.0尺丈 1
⼗三仏図（来迎形式）（中尊⼤⽇如来） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 O-67 3.2x5.7尺丈 1
⼗三仏図（来迎形式）（中尊⼤⽇如来） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 O-73 1.5x4.0尺丈 10
⼗三仏図（曼荼羅形式） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 O-96 1.3x3.0尺丈 6
⼗三仏図 じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 O-126 1.7x1.5尺丈
⼗三仏図（来迎形式）（紺地仕上） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 O-151 1.5x1.5尺丈
⼗三仏図（来迎形式）（古式仕上） じゅうさんぶつず 密教・真⾔宗 O-152 1.5x1.5尺丈
⼗三仏⼤師付 じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 S-77 1.7x3.5尺丈
⼗三仏⼤師付（中尊⼤⽇如来来迎形式） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 S-81 1.8x4.0尺丈
⼗三仏⼤師付（曼荼羅形式） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 S-82  1.8x4.0尺丈 10
⼗三仏⼤師付 じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 S-162 2.7x3.1尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 S-186 1.8x3.0尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 M-92 1.7x3.0尺丈
⼗三仏⼤師付 じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 M-130 1.7x3.5尺丈 2
⼗三仏⼤師付 じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 M-131 1.7x3.5尺丈 1
⼗三仏⼤師付（来迎形式） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 L-29 1.5x3.5尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 L-30 1.8x4.1尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式）（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-38 1.5x3.5尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式）（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-39 1.5x3.5尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-50 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-51 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式愛染⼊） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-53 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式）（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-54 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式）（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-55 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式愛染⼊）（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-57 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式）（古⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-58 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式）（古⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-59 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式愛染⼊）（古⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-61 1.5x3.2尺丈
⼗三仏⼤師付（東寺本） じゅうさんぶつだいしつき 密教 O-79 1.3x3.0尺丈
⼗三仏⼤師付（来迎形式）（古⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-91 1.3x3.0尺丈
⼗三仏⼤師付図（⾦紙燕泥） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-125 1.7x1.5尺丈
⼗三仏⼤師付図（紺地仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-153 1.8x1.5尺丈 7
⼗三仏⼤師付図（古式仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 O-154 1.8x1.5尺丈 1
⼗三仏⼤師付図（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつだいしつき 密教・真⾔宗 P-5 1.3x3.0尺丈 5
⼗三仏⼤師付図（⾦紙燕泥） じゅうさんぶつだいしつき（きんしえんでい） 密教・真⾔宗 O-123 1.7x1.4尺丈（額装）
⼗三仏図（曼荼羅形式） じゅうさんぶつまんだらけいしき 密教・真⾔宗 M-46 1.3x3.0尺丈 3
⼗三仏図曼荼羅形式（本⾦箔押） じゅうさんぶつまんだらけいしき 密教・真⾔宗 O-168 1.5x4.0尺丈
⼗三仏曼荼羅形式（古⾊） じゅうさんぶつまんだらけいしき 密教 P-98 1.5×4.0尺丈
⼗三仏曼荼羅形式（古⾊） じゅうさんぶつまんだらけいしき 密教 P-100 1.3×3.0尺丈
⼗三仏図（来迎形式） じゅうさんぶつらいごうけいしき 密教・真⾔宗 M-47 1.3x3.0尺丈
⼗三仏 弘法與教両⼤師付 じゅうさんぶつりょうだいしつき 密教・真⾔宗 S-35 2.3x2.5尺丈 1
⼗七清浄句曼荼羅（理趣経） じゅうななしょうじょうくまんだら（りしゅきょう） 密教・真⾔宗 O-88 2.8x4.0尺丈
⼗七清浄句曼荼羅（理趣経） じゅうななしょうじょうくまんだら（りしゅきょう） 密教 P-111 2.0×2.3尺丈 1
⼗⼆天像（坐像）（東寺本） じゅうにてんぞう 密教 S-66 2.0x4.0尺丈  ⼗⼆枚組
⼗⼆天像（⽴像） （東寺本） じゅうにてんぞう 密教 S-70 1.8x4.5尺丈  ⼗⼆枚組 1
⼗⼆天像（双幅） じゅうにてんぞう 密教 M-163/164 2.2x4.6尺丈
⼗⼆天像（⼗⼆幅対）（神護寺） じゅうにてんぞう 密教 L-55 1.5x4.0尺丈ｘ１２ ⼗⼆幅対 1
⼗⼆天像（双幅） じゅうにてんぞう 密教 L-6７/6８ 2.2x5.5尺丈 双幅
⼗⼆天像 じゅうにてんぞうそうふく 密教 M-100 2.0x5.0尺丈 双幅 2
⼗⼆天曼荼羅 じゅうにてんまんだら 密教 S-100 3.0x4.0尺丈
⼗⼆天曼荼羅 じゅうにてんまんだら 密教 P-108 3.0×4.0尺丈
⼗⼋尊仏図 じゅうはちそんぶつず 密教・真⾔宗 M-152 1.8x4.2尺丈 1
修験道曼荼羅 しゅげんどうまんだら 密教 P-96 2.0×4.0尺丈
修験曼荼羅 しゅげんまんだら 密教 O-84 3.0x3.0尺丈
種⼦北⽃曼荼羅 しゅじほくとまんだら 密教・真⾔宗 O-99 2.0x4.0尺丈
准阺観⾳ じゅんていかんのん 密教 S-164 1.8x4.0尺丈
准阺観⾳ じゅんていかんのん 密教 M-55 1.8x4.0尺丈
常暁御影（⼩栗栖常暁） じょうぎょうみえ・おぐるすじょうぎょう 密教 P-122 1.8×4.0尺丈
⽣⾝⼤師御影(空海） しょうじんだいし 密教 S-14  1.8x4.0尺丈
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聖宝・理源⼤師（硯屏仕上） しょうぼう・りげんだいし 密教・真⾔宗 O-10-11 7⼨x1尺丈（硯屏）
聖宝御影・理源⼤師 しょうぼうみえ・りげんだいし 密教 P-103-1   1.3×3.0尺丈
⻘⾯⾦剛（庚申） しょうめんこんごう・こうしん 密教 L-103  1.8x4.0尺丈
⻘⾯⾦剛（庚申） しょうめんこんごうこうしん 密教 S-161 1.8x4.0尺丈
弘法（昭和天皇御筆）（墨蹟） しょうわてんのうおんぴつ・こうぼう 密教・真⾔宗 O-140 3.0x5.0尺丈
新安祥寺流流７７尊両界曼荼羅（⾦）（童学寺本） しんあんしょうじりゅうななじゅうななそんまんだら 密教 P-87 3.3×3.3尺丈 双幅 1
新安祥寺流流７７尊両界曼荼羅（胎）（童学寺本） しんあんしょうじりゅうななじゅうななそんまんだら 密教 P-88 3.3×3.3尺丈 双幅 1
新安祥寺流両部曼荼羅（⾦）（童学寺本） しんあんしょうじりゅうりょうぶまんだら・こん 密教・真⾔宗 P-58 6.3x6.3尺丈 双幅
新安祥寺流両部曼荼羅（胎）（童学寺本） しんあんしょうじりゅうりょうぶまんだら・たい 密教・真⾔宗 P-59   6.3x6.3尺丈 双幅
真⾔⼋祖像（東寺本）  しんごうはっそぞう 密教 S-169 1.5x4.0尺丈 ⼋枚幅対 1
真與御影 しんこうみえ 密教・真⾔宗 P-78 1.5x3.5尺丈
真⾔宗三幅対 不動・弘法・光明真⾔ しんごんしゅうさんぷくつい 密教・真⾔宗 M-142 1.3x3.0尺丈ｘ３ 三幅対
真⾔三幅対（⼤⽇・愛染・不動） しんごんしゅうさんぷくつい 密教・真⾔宗 P-24 1.5x1.5尺丈（3曲屏⾵）
真⾔⼋祖像（東寺本） しんごんはっそぞう 密教 S-71    1.5x4.0尺丈 ⼋枚組 1
真⾔⼋祖像（神護寺本） しんごんはっそぞう 密教 S-189 1.5x4.0尺丈 ⼋幅対 2
真⾔⼋祖像（観智院本）  しんごんはっそぞう 密教 M-62 1.8x4.0尺丈 ⼋幅対
真⾔⼋祖（⿓猛〜空海） しんごんはっそぞう 密教・真⾔宗 M-105〜109 1.5x4.0尺丈 ⼋幅対 4
真⾔⼋祖（空海） （東寺本） しんごんはっそぞう 密教 M-108 1.5x4.0尺丈
真⾔⼋祖（空海） （室⽣寺本） しんごんはっそぞう 密教 M-109 1.5x4.0尺丈
真⾔⼋祖像（⿓猛・⿓智）（東寺本・⾶⽩体） しんごんはっそぞう（ひはくたい） 密教 O-92 1.5x4.0尺丈 ⼋幅対 1
真⾔⼋祖像（⾦剛智・不空）（東寺本・⾶⽩体） しんごんはっそぞう（ひはくたい） 密教 O-93 1.5x4.0尺丈 ⼋幅対 1
真⾔⼋祖像（善無畏・⼀⾏）（東寺本・⾶⽩体） しんごんはっそぞう（ひはくたい） 密教 O-94 1.5x4.0尺丈 ⼋幅対 1
真⾔⼋祖像（恵果・空海）（東寺本・⾶⽩体） しんごんはっそぞう（ひはくたい） 密教 O-95 1.5x4.0尺丈 ⼋幅対 1
聖観世⾳菩薩 せいかんぜおんぼさつ 密教 L-104  1.8x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（⾦⾊仕上） せいかんぜおんぼさつ 密教 P-13 1.5x4.0尺丈 8
聖観世⾳菩薩（⾦⾊仕上）（⾈形光背） せいかんぜおんぼさつ 密教 P-14 1.5x4.0尺丈 8
聖観世⾳菩薩（紺地仕上） せいかんぜおんぼさつ 密教 P-15 1.5x4.0尺丈 9
聖観世⾳菩薩（紺地仕上）（⾈形光背） せいかんぜおんぼさつ 密教 P-16 1.5x4.0尺丈 9
聖観世⾳菩薩（古⾊仕上） せいかんぜおんぼさつ 密教 P-17 1.5x4.0尺丈 8
聖観世⾳菩薩（古⾊仕上）（⾈形光背） せいかんぜおんぼさつ 密教 P-18 1.5x4.0尺丈 7
聖観世⾳菩薩（⽩茶仕上） せいかんぜおんぼさつ 密教 P-19 1.5x4.0尺丈 6
聖観世⾳菩薩（⽩茶仕上）（⾈形光背） せいかんぜおんぼさつ 密教 P-20 1.5x4.0尺丈 6
千⼿観⾳菩薩（勧修寺本尊）  せんじゅかんのんぼさつ 密教 O-82 1.8x4.0尺丈
⼭⽔屏⾵ （旧東寺本） せんずいびょうぶ 密教 S-181 1.5x4.8ｘ５ 六曲半双 2
⼭⽔屏⾵（⾦剛峯寺本） せんずいびょうぶ 密教・真⾔宗 M-138 1.5x4.8尺丈ｘ６ 六曲半双 1
善通寺御影（弘法⼤師） ぜんつうじみえ 密教・真⾔宗 L-63 1.8x4.0尺丈 1
千⼿観⾳菩薩⼆⼗⼋部衆 せんてかんのんぼさつにじゅうはちぶしゅう 密教 L-76 2.0x4.0尺丈
千⼿千眼観⾃在菩薩 ⼗三尊曼荼羅 せんてせんがんかんじざいぼさつまんだら 密教 P-110 2.0×2.3尺丈
専誉御影 せんよみえ 密教・真⾔宗 S-47 1.8x4.0尺丈 3
尊星王像・妙⾒ そんせいおうぞう・みょうけん 密教 L-38 1.8x4.0尺丈 2
⼤威徳明王      (五⼤明王） だいいとくみょうおう 密教 P-114 4.2×5.6尺丈 五幅対
太元帥明王（東寺本六⾯⼋臂） だいげんすいみょうおう 密教 P-142 1.8×3.0尺丈 2
太元帥明王（東寺本六⾯⼋臂）（硯屏⽤） だいげんすいみょうおう 密教 P-147   7⼨×1.0尺丈
太元帥明王（東寺本六⾯⼋臂）（⽩地硯屏⽤） だいげんすいみょうおう 密教 P-148-1   7⼨×1.0尺丈
太元帥明王（東寺本六⾯⼋臂）（紺地硯屏⽤） だいげんすいみょうおう 密教 P-148-2   7⼨×1.0尺丈
太元帥明王⼗⼋⾯三⼗六臂（東寺本） だいげんすいみょうおう 密教 P-149  3.0×4.5尺丈
太元帥明王⼗⼋⾯三⼗六臂（東寺本） だいげんすいみょうおう 密教 P-150  3.1×4.4尺丈
太元帥明王六⾯⼋臂（⼤願筆）（硯屏⽤） だいげんすいみょうおう 密教 P-151   7⼨×1.0尺丈
太元帥明王六⾯⼋臂（⼤願筆）（軸⽤） だいげんすいみょうおう 密教 P-152    1.8×4.0尺丈 1
太元帥明王（曠野⻤⼈⼤将） だいげんすいみょうおうこうやきじんたいしょう 密教 S-102 1.8x4.0尺丈 3
⼤⾃在天（墨絵） だいじざいてんすみえ 密教 O-65 1.8x3.0尺丈
⼤師流五⼤尊像（⼤師御筆） だいしりゅうごだいそんぞう 密教 P-120 3.0×4.0尺丈 1
⼤師流不動尊（座） だいしりゅうふどうそん 密教 S-127 3.0x5.0尺丈 1
⼤師流不動尊（座） だいしりゅうふどうそん 密教 S-128 3.0x5.0尺丈
⼤師流不動尊（⽴） だいしりゅうふどうそん 密教 S-129 3.0x5.0尺丈 1
⼤師流不動尊(座） だいしりゅうふどうそん 密教・真⾔宗 L-101 1.8x4.0尺丈
⼤師流不動尊（⽴） だいしりゅうふどうそん 密教・真⾔宗 L-102 1.8x4.0尺丈 1
⼤師流不動尊（硯屏仕上）（座） だいしりゅうふどうそん 密教・真⾔宗 O-3-6
⼤師流不動尊（硯屏仕上）（⽴） だいしりゅうふどうそん 密教・真⾔宗 O-3-7
⼤師流不動尊（東寺本） だいしりゅうふどうそん 密教 O-78 1.3x3.0尺丈
⼤師流不動尊（東寺本）（額装） だいしりゅうふどうそん 密教 O-83 1.3x4.0尺丈
⼤師流不動尊        （額装） だいしりゅうふどうそん 密教・真⾔宗 O-114 1.2x1.5尺丈 17
⼤師流不動尊四臂像 だいしりゅうふどうそん・しひぞう 密教 P-138 2.2×3.4尺丈
⼤師流不動尊⼋⼤童⼦（⽴） だいしりゅうふどうそんはちだいどうじ 密教 P-121 1.8×4.0尺丈
⼤師流不動⼆童⼦ だいしりゅうふどうにどうじ 密教・真⾔宗 O-167 1.3x3.0尺丈 3 Ｍ−４５，４６セット
⼤随求菩薩 だいずうぐうぼさつ 密教 S-118 1.8x4.0尺丈 1
⼤随求菩薩（観⼼寺本） だいずうぐうぼさつ 密教 S-142 1.8x4.0尺丈 1
胎蔵種⼦曼荼羅（種⼦児⽟義隆先⽣） たいぞうしゅじまんだら 密教・真⾔宗 P-72 4.0x4.6尺丈 双幅
胎蔵種⼦曼荼羅（種⼦児⽟義隆先⽣）（紺紙⾦泥） たいぞうしゅじまんだら（こんしきんでい） 密教・真⾔宗 P-74 3.4x3.6尺丈 双幅
胎蔵⼤⽇如来（⾦剛峯寺本） たいぞうだいにちにょらい 密教 S-160 2.0x4.0尺丈
胎蔵⼤⽇如来像 たいぞうだにちにょらいぞう 密教 P-135-2  1.8×4.0尺丈 双幅
⼤般若守護⼗六善神 だいはんにゃしゅごじゅうろくぜんしん 密教 O-118 1.8x4.5尺丈 三幅対 1
⼤般若守護⼗六善神 だいはんやじゅうろくぜんじん 密教 O-142 1.2x2.4尺丈
⼤輪明王曼荼羅 だいりんみょうおうまんだら 密教・真⾔宗 P-42 2,7x3.2尺丈
⾼雄曼荼羅（⾦）（⻑⾕寺本） たかおまんだら 密教 S-28 5.0x5.5尺丈 双幅 1
⾼雄曼荼羅（胎）（⻑⾕寺本） たかおまんだら 密教 S-29 5.0x5.5尺丈 双幅 1
⾼雄曼荼羅（⾦）（⻑⾕寺本） たかおまんだら・こんごうかい 密教 O-116    2.7x3.0尺丈 双幅 2
⾼雄曼荼羅（胎）（⻑⾕寺本） たかおまんだら・たいぞう 密教 O-117 2.7x3.0尺丈 双幅 2
談義本尊・弘法⼤師御影（東寺本） だんぎほんぞん・こうぼうだいしみえ 密教 L-95 2.0x4.7尺丈 3 1階に多数あり
智顗御影（天台⼤師） ちぎみえてんだいだいし 密教・天台宗 M-51 1.8x4.0尺丈
稚児⼤師像（空海） ちごだいしぞう 密教・真⾔宗 S-184 1.5x3.0尺丈 1
稚児⼤師像（空海） ちごだいしぞう 密教・真⾔宗 S-185 1.5x3.0尺丈
稚児⼤師像（弘法⼤師） ちごだいしぞう 密教・真⾔宗 L-93 1.8x4.0尺丈
稚児⼤師・空海 ちごだいしぞう・くうかい 密教・真⾔宗 P-84 4.0x5.0尺丈
中台⼋葉院・胎蔵（東寺・元禄本） ちゅうだいはちよういん 密教 S-95    2.5x2.5尺丈 双幅
愛染明王（天⼸愛染）（⾦剛峯寺本） てんきゅうあいぜんみょうおう 密教 S-134 2.0xx4.0尺丈
篆書体般若⼼経 てんしょたいはんにゃしんぎょう 密教 O-131 1.5x3.5尺丈 9
篆書体般若⼼経(紺紙⾦泥） てんしょたいはんにゃしんぎょう 密教 O-132 1.5x3.5尺丈 8
天台⼭図 （延暦寺本） てんだいさんず 密教・天台宗 M-73 1.8x4.0尺丈 2
天台三尊 てんだいさんぞんぶつ 密教・天台宗 M-72 1.6x3.0尺丈 1
天台三尊仏図（⽴） てんだいさんぞんぶつず 密教・天台宗 S-75 1.5x2.6/1.7x3.1尺丈
天台三尊仏図（座） てんだいさんぞんぶつず 密教・天台宗 S-76 1.5x2.6尺丈 2
元禄本両部曼荼羅（⾦）（東寺本） とうじげんろくぼんりょうがいまんだら 密教 M-167  4.9x5.4尺丈 双幅 2
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元禄本両部曼荼羅（胎）（東寺本） とうじげんろくぼんりょうがいまんだら 密教 M-168 4.9x5.4尺丈 1
東寺元禄本両部曼荼羅（⾦）（東寺本） とうじげんろくぼんりょうぶまんだら（こん） 密教 P-65 5.0x5.3尺丈 双幅
東寺元禄本両部曼荼羅（胎）（東寺本） とうじげんろくぼんりょうぶまんだら（たい） 密教 P-66 5.0x5.3尺丈 双幅
南天鉄塔図真⾔⼋祖像） なんてんてっとうずしんごんはっそぞう 密教・真⾔宗 L-86 1.8x4.0尺丈
⼆⼗尊仏図（年忌本尊） にじゅうそんぶつず 密教・真⾔宗 M-156 1.4x2.0尺丈x20 ⼆⼗幅対
⽇輪⼤師 にちりんだいし 密教 P-105 1.8×4.0尺丈
⽇輪⼤師（三宝院本） にちりんだいし 密教 P-106 1.8×4.0尺丈
如意輪観⾳（東寺本） にょいりんかんのん 密教 S-140 1.8x4.0尺丈 1
如意輪観⾳（三宝院本） にょいりんかんのん 密教 S-159 1.8x4.0尺丈
如意輪観⾳ にょいりんかんのん 密教 M-56 1.8x4.0尺丈
如法愛染曼荼羅 にょほうあいぜんまんだら 密教・真⾔宗 O-64 2.8x2.8尺丈
如宝愛染敷曼荼羅（敷曼荼羅） にょほうあいぜんまんだらず（しきまんだら） 密教・真⾔宗 O-48 3.3x3.3尺丈
如来荒神・三宝荒神 にょらいこうじん・さんぽうこうじん 密教・真⾔宗 P-62 1.8x4.0尺丈
如来荒神（三宝荒神） にょらいこうじんさんぽうこうじん 密教 S-124 1.8x4.0尺丈
仁王経曼荼羅 にんのうぎょうまんだら 密教・真⾔宗 P-67 2.1x3.0尺丈
仁王経曼荼羅 にんのうぎょうまんだら 密教 P-134 2.1×3.0尺丈
年忌本尊（⻑⾕寺式⼗⼀⾯観⾳・古⾊） ねんきほんぞん・はせでらしきじゅういちめんかんのん 密教 P-136 6.3×9.2尺丈
年忌本尊（2曲枕屏⾵仕上） ねんきほんぞんまくらびょうぶ 密教・真⾔宗 O-24 1.8x3.0尺丈ｘ２
年忌本尊（2曲枕屏⾵仕上） ねんきほんぞんまくらびょうぶ 密教・真⾔宗 O-25 1.8x3.0尺丈ｘ２
⻑⾕寺式⼗⼀⾯観⾳ はせでらしきじゅういちめんかんのん 密教・真⾔宗 O-31 2.7x5.0尺丈
⻑⾕寺式⼗⼀⾯観⾳（紺紙⾦泥） はせでらしきじゅういちめんかんのん 密教・真⾔宗 O-32 2.7x5.0尺丈
⻑⾕寺式⼗⼀⾯観⾳像 はせでらしきじゅういちめんかんのんぞう 密教・真⾔宗 L-19  1.8x4.0尺丈
⻑⾕寺式⽇輪観⾳（⻘⼭） はせでらしきにちりんかんのん 密教 L-161 1.0x2.0尺丈
⻑⾕寺式⽇輪観⾳（緑⼭） はせでらしきにちりんかんのん 密教 L-162 1.0x2.0尺丈
⼋字⽂殊曼荼羅 はちじもんじゅまんだら 密教 P-125 2.1×2.5尺丈
⼋⼗⼀尊両界曼荼羅（⾦）（妙法院本） はちじゅういっそんりょうがいまんだら 密教・天台宗 L-88 3.1x3.1尺丈 双幅 1
⼋⼗⼀尊両界曼荼羅（胎）（妙法院本） はちじゅういっそんりょうがいまんだら 密教・天台宗 L-89 3.1x3.1尺丈 双幅
⼋⼗⼀尊両界曼荼羅（⾦）（⽯⼭寺本） はちじゅういっそんりょうがいまんだら 密教・真⾔宗 L-90 3.0x3.5尺丈 双幅 1
⼋⼗⼀尊両界曼荼羅（胎）（⽯⼭寺本） はちじゅういっそんりょうがいまんだら 密教・真⾔宗 L-91 3.0x3.5尺丈 双幅 1
⼋⼤地獄図 はちだいじごくず 密教 O-17 1.8x4.0尺丈
⼋宗論⼤⽇如来 はっしゅうろんだいにちにょらいぞう 密教・真⾔宗 L-35 1.8x4.0尺丈 1
⾺頭観⾳（座） ばとうかんのん 密教 S-171 1.8x4.0尺丈
⾺頭観⾳（⽴） ばとうかんのん 密教 S-176 1.8x4.0尺丈
⾺頭観⾳（座） ばとうかんのん 密教 S-177 1.8x4.0尺丈
般若⼼経本尊（硯屏仕上） はんにゃしんぎょうほんぞん 密教・真⾔宗 O-3-1 7⼨x1尺丈（硯屏）
般若波羅蜜菩薩（般若⼼経本尊） はんにゃはらみつぼさつ 密教・真⾔宗 P-63 3.0x5.0尺丈 1
般若菩薩（護国寺本） はんにゃぼさつ 密教 M-69 1.8x4.0尺丈 5
般若菩薩曼荼羅 はんにゃぼさつまんだら 密教・真⾔宗 M-148 1.8x4.0尺丈
般若菩薩曼荼羅（醍醐寺本） はんにゃぼさつまんだら 密教 O-119 2.1x3.0尺丈 1
秘鍵⼤師（空海） ひけんだいし 密教・真⾔宗 L-94-1 1.8x4.0尺丈 1 P-40セット
秘鍵⼤師・空海（チクマン種⼦⼊） ひけんだいし 密教・真⾔宗 P-40 1.8x4.0尺丈 1 L-９４セット
秘鍵⼤師御影（種⼦チクマン） ひけんだいし 密教・真⾔宗 P-82 4.0x5.5尺丈
秘鍵⼤師（空海） ひけんだいしくうかい 密教 P-141 3.0×5.0尺丈
毘沙⾨天像（光台院本） びしゃもんてんぞう 密教 S-156 2.0x4.0尺丈 1
毘沙⾨天吉祥天善財師像 びしゃもんてんぞう 密教 P-128 3.5×5.0尺丈
悲⺟観⾳（狩野芳崖筆） ひぼかんのん 密教 L-115 1.8x4.0尺丈
普賢延命菩薩（松尾寺本） ふげんえんめいぼさつ 密教・天台宗 S-158 1.8x4.0尺丈
普賢延命菩薩像（天台系） ふげんえんめいぼさつぞう 密教・天台宗 P-89 2.2×4.2尺丈 1
普賢延命菩薩像（真⾔系） ふげんえんめいぼさつぞう 密教・真⾔宗 P-90 2.5×4.0尺丈 1
普賢菩薩 ふげんぼさつ 密教 S-1 1.8x4.0尺丈 1
仏眼曼荼羅（久⽶寺本） ぶつげんまんだら 密教 M-19 3.0x3.5尺丈
仏壇軸（不動尊・⼤⽇如来・弘法⼤師） ぶつだんじく 密教・真⾔宗 M-129 70代・15x42㎝ 三幅対
仏壇軸（最澄・阿弥陀・智顗） ぶつだんじく 密教・天台宗 M-140   70代・15x42㎝ 三幅対
仏塔古寺⼗⼋尊（朱印仮巻） ぶっとうこじじゅうはっそんれいじょうしゅいん 密教 O-108 1.5x4.8尺丈
仏涅槃図（東寺本） ぶつねはんず 密教 S-62 3.0x4.0尺丈
仏涅槃図（東寺本） ぶつねはんず 密教 S-166 4.0x5.0尺丈 1
不動三尊（⻘不動⼆童⼦）（⻘連院本） ふどうさんぞん 密教 M-71 2.0x4.0尺丈 1
不動三尊（矜羯羅童⼦） ふどうさんぞんこんがらどうじ 密教 S-96-3 1.5x4.0尺丈 三幅対 3
不動三尊（制吒迦童⼦） ふどうさんぞんせいたかどうじ 密教 S-96-1 1.5x4.0尺丈 三幅対 3
不動三尊（不動尊） ふどうさんぞんふどうそん 密教 S-96-2 1.5x4.0尺丈 三幅対 1
不動尊 ふどうそん 密教・真⾔宗 M-42 1.3x3.0尺丈
不動尊（甚⽬寺） ふどうそん 密教 L-42 1.8x4.0尺丈 1
不動尊     (五⼤明王） ふどうそん 密教 P-116 4.2×5.6尺丈 五幅対
不動尊（東寺本） ふどうそん 密教 P-123 4.0×6.0尺丈 双幅
不動⼆童⼦ ふどうにどうじ 密教 S-10 1.8x4.0尺丈 1
不動⼆童⼦ ふどうにどうじ 密教 S-11 1.8x4.0尺丈 2
不動⼆童⼦（観⾳寺本） ふどうにどうじ 密教 L-40 1.8x4.0尺丈 5
不動⼆童⼦（園城寺本） ふどうにどうじ 密教 L-41 1.8x4.0尺丈 3
不動⼆童⼦（東寺本） ふどうにどうじ 密教 O-77 1.3x3.0尺丈 5
不動⼆童⼦ ふどうにどうじ 密教・真⾔宗 O-98 1.3x3.0尺丈 9
不動⼆童⼦         （額装） ふどうにどうじ 密教・真⾔宗 O-112 1.2x1.5尺丈 6
不動⼆童⼦ ふどうにどうじ 密教・真⾔宗 P-48 1.3x3.0尺丈
弁財天⼗五童⼦（持明院本） べんざいてんじゅうごどうじ 密教 S-157 2.0x4.0尺丈
宝篋印塔図 ほうきょういんとうず 密教・真⾔宗 O-169 1.8x4.0尺丈 2
宝篋印塔図 ほうきょういんとうず 密教・真⾔宗 P-1 1.3x3.0尺丈 3
墨蹟梵字種⼦・摩尼（宇賀芳樹先⽣筆）（軸装） ぼくせき・まに 密教・真⾔宗 P-25 55x130㎝（軸装）
墨蹟梵字種⼦・摩尼（宇賀芳樹先⽣筆）（額装） ぼくせき・まに 密教・真⾔宗 P-26 63x48㎝ （額装）
北⽃種⼦曼荼羅（中院流）（児⽟義隆種⼦） ほくとしゅじまんだら 密教・真⾔宗 P-49 2.0x4.0尺丈 4 ⾦３ 墨１
北⽃種⼦曼荼羅（中院流） ほくとしゅじまんだら・ほしまんだらしゅじ 密教・真⾔宗 M-146 2.0x4.0尺丈
北⽃曼荼羅（三千院本）（種⼦描前） ほくとまんだら 密教 O-26-1 2.5x3.0尺丈
北⽃曼荼羅（三千院本）(児⽟義隆先⽣種⼦描後） ほくとまんだら 密教 O-26-2 2.5x3.0尺丈
北⽃曼荼羅・星曼荼羅（⽅形）（久⽶⽥寺本） ほくとまんだら・ほしまんだら 密教・真⾔宗 M-66 2.0x4.0尺丈 1
北⽃曼荼羅（中院流） ほくとまんだら・ほしまんだら 密教・真⾔宗 M-89 3.0x4.０尺丈
北⽃曼荼羅（⽅形） ほくとまんだら・ほしまんだら 密教・真⾔宗 M-115 2.0x4.0尺丈
北⽃曼荼羅（円形） ほくとまんだら・ほしまんだら 密教 L-132 2.0x3.0尺丈
北⽃曼荼羅（法隆寺本）（円形） ほくとまんだら・ほしまんだら 密教 L-150 2.0x3.0尺丈
北⽃曼荼羅（法隆寺本）（円形） ほくとまんだら・ほしまんだら 密教 O-21-1 2.0x3.0尺丈
北⽃曼荼羅（久⽶⽥寺本)（⽅形） ほくとまんだら・ほしまんだら 密教 O-21-2 2.0x3.0尺丈
北⽃曼荼羅・種⼦曼荼羅 ほくとまんだら・ほしまんだら 密教・真⾔宗 O-68 3.0x3.0尺丈
北⽃曼荼羅・種⼦曼荼羅 ほくとまんだら・ほしまんだら 密教・真⾔宗 O-69 2.0x3.5尺丈
北⽃曼荼羅・種⼦曼荼羅 ほくとまんだら・ほしまんだら 密教・真⾔宗 O-70 2.0x3.8尺丈
北⽃曼荼羅・種⼦曼荼羅 ほくとまんだら・ほしまんだら 密教・真⾔宗 O-71 2.0x4.0尺丈
北⽃曼荼羅（法隆寺本）（円形） ほくとまんだら・ほしまんだら 密教 O-101 2.0x3.0尺丈 1
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法華曼荼羅 ほっけまんだら 密教・真⾔宗 O-144 3.0x4.0尺丈
本⾦箔押寺紋額 ほんきんはくおしじもんがく 密教・真⾔宗 M-90-2 1.1x9⼨額装
摩尼宝珠曼荼羅・三弁宝珠曼荼羅 まにほうじゅまんだら・さんべんほうじゅまんだら 密教 L-65 1.8x4.0尺丈
摩尼宝珠曼荼羅（硯屏仕上） まにほうじゅまんだら・さんべんほうじゅまんだら 密教・真⾔宗 O-10-5 7⼨x1尺丈（硯屏）
摩尼宝珠曼荼羅・三弁宝珠曼荼羅 まにほうじゅまんだら・さんべんほうじゅまんだら 密教・真⾔宗 O-170 1.8x4.0尺丈 2
摩尼宝珠曼荼羅 まにほうじゅまんだら・さんべんほうじゅまんだら 密教・真⾔宗 P-2 1.3x3.0尺丈 1
密教観法御本尊 みつきょうかんぽうごほんぞん 密教 M-74 1.4x2.1尺丈 五幅対 5 ⾦剛界阿字のみ２
明算御影 みょうざんみえ 密教 S-13 1.8x4.0尺丈 6
明算御影（⿓蔵院本） みょうざんみえ 密教 S-114 1.5x4.0尺丈
明算御影（⿓蔵院本） みょうざんみえ 密教 S-116 1.5x4.0尺丈  
明算御影（中院流祖） みょうざんみえ 密教・真⾔宗 O-122 1.5x4.0尺丈 双幅 3
弥勒菩薩 みろくぼさつ 密教 S-2 1.8x4.0尺丈 1
弥勒菩薩（持明院本） みろくぼさつ 密教 S-168 1.8x4.0尺丈 1
弥勒菩薩（座）（宝寿院本） みろくぼさつ 密教 S-180 1.8x4.0尺丈 1
弥勒曼荼羅 みろくまんだら 密教 P-97 2.2×3.2尺丈 1
⽂殊⼋⼤童⼦ もんじゅはちだいぼさつ 密教 L-45 1,8x4.0尺丈
薬師三尊図（三幅対） 過去 やくしさんぞん（かこ） 密教 O-29 4.5x7.0尺丈 三幅対
薬師三尊図 やくしさんぞんず 密教 L-62 2.0x4.0尺丈 1
薬師如来像（座） やくしにょらい 密教 M-88 1.8x4.0尺丈 1
薬師⼗⼆神将像 やくしにょらいじゅうにしんしょうぞう 密教 L-47 2.0x4.0尺丈 1
益信御影（本覚⼤師）（広沢流始祖） やくしんみえ 密教 P-94 1.8×4.0尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 密教 L-156 2.0x4.0尺丈
⼭越阿弥陀図 やまごえあみだず 密教 O-74 4.0x6.0尺丈
永厳御影（保寿院流祖） ようげんみえ 密教 P-93 1.8×4.0尺丈
頼喩御影（智積院本） らいゆみえ 密教・真⾔宗 M-36 1.8x4.0尺丈 9
頼瑜御影 らいゆみえ 密教 P-103-4   1.3×3.0尺丈
理趣経⼗⼋会曼荼羅 りしゅきょうじゅうはちえまんだら 密教・真⾔宗 M-147   2.5x4.8尺丈  
理趣経総曼荼羅（能説曼荼羅） りしゅきょうそうまんだら 密教・真⾔宗 P-79 2.2x4.0尺丈 1
理趣経総曼荼羅（能説曼荼羅） りしゅきょうそうまんだら 密教・真⾔宗 P-80 2.2x4.0尺丈 1
理趣経総曼荼羅（能説曼荼羅） りしゅきょうそうまんだら 密教・真⾔宗 P-81 3.3x5.0尺丈 1
理趣経総曼荼羅（印融所伝） りしゅきょうそうまんだら（いんゆうしょでん） 密教 P-92-1 3.3×3.3尺丈
理趣経総曼荼羅（印融所伝） りしゅきょうそうまんだら（いんゆうしょでん） 密教 P-92-2 3.3×3.3尺丈
理趣経総曼荼羅（散華） りしゅきょうそうまんだら（さんげ） 密教 P-112 約2⼨×3⼨散華
理趣経曼荼羅 りしゅきょうまんだら 密教 O-9 2.2x3.0尺丈
両界種⼦曼荼羅（⾦） りょうかいしゅじまんだら 密教 S-26 2.8x3.0尺丈 双幅 1
両界種⼦曼荼羅（胎） りょうかいしゅじまんだら 密教 S-27 2.8x3.0尺丈     双幅 1
両界種⼦曼荼羅（紺紙⾦泥）（⾦）（児⽟義隆種⼦） りょうかいしゅじまんだら 密教・真⾔宗 P-54 5.0x5.0尺丈 双幅
両界種⼦曼荼羅（紺紙⾦泥）（胎）（児⽟義隆種⼦） りょうかいしゅじまんだら 密教・真⾔宗 P-55 5.0x5.0尺丈 双幅
良源御影・慈恵⼤師 りょうげんみえ・じえいだいし 密教・天台宗 L-74 1.8x4.0尺丈 1
両部曼荼羅真⾔⼋祖像（双幅） りょうぶしゅじまんだらしんごんはっそぞう 密教・真⾔宗 M-175 1.8x4.0尺丈ｘ2 双幅
両部⼤経感得図（双幅） りょうぶたいきょうかんとくず 密教・真⾔宗 L-87 5.0x1.8尺丈 双幅 1
両部⼤教感得図（多宝塔⾦剛頂経） りょうぶたいきょうかんとくず 密教・真⾔宗 P-56 4.7x5.3尺丈・双幅 双幅
両部⼤教感得図（五重塔⼤⽇経） りょうぶたいきょうかんとくず 密教・真⾔宗 P-56 4.7x5.3尺丈・双幅 双幅
⿓猛南天鉄塔内相承図（⾦剛頂経） りょうぶたいきょうかんとくず 密教 P-130 3.9×3.9尺丈 双幅
善無畏⾦粟王塔下感得図（⼤⽇経） りょうぶたいきょうかんとくず 密教 P-131 3.9×3.9尺丈 双幅
⿓猛南天鉄塔内相承図（⾦剛頂経） りょうぶたいきょうかんとくず 密教 P-132 4.2×5.0尺丈 双幅
善無畏⾦粟王塔下感得図（⼤⽇経） りょうぶたいきょうかんとくず 密教 P-133 4.2×5.0尺丈 双幅
六地蔵 ろくじぞう 密教 L-123 1.8x4.0尺丈 1
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