
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
壁画阿弥陀三尊（未来） あみださんぞん 禅系 O-28 4.5x7.0尺丈
⼀仏両祖（曹洞三尊） いちぶつりょうそ 禅系 S-20 1.8x4.0尺丈
⼀仏両祖（曹洞三尊） いちぶつりょうそ 禅系・曹洞宗 M-57 1.8x4.0尺丈
⼀仏両祖（曹洞三尊） いちぶつりょうそ 禅系・曹洞宗 M-165 1.3x3.0尺丈
⼀仏両祖（曹洞三尊） いちぶつりょうそ 禅系・曹洞宗 M-166 1.8x4.0尺丈
烏枢沙摩明王 うすさまみょうおう 禅系 L-37 1.8x4.0尺丈 3
栄⻄御影（臨済禅師） えいさいみえ（りんざいぜんじ） 禅系・臨済宗 M-160 1.8x4.0尺丈 2
栄⻄御影・臨済禅師 えいさいみえ・りんざいぜんじ 禅系・臨済宗 L-117 1.8x4.0尺丈 1
芦葉達磨図 かようだるまず 禅系 L-100 1.8x4.0尺丈 4
苦⾏釈迦図（墨絵）（真珠庵本） くぎょうしゃかず 禅系 M-5 2.0x4.0尺丈 1
苦⾏釈迦図（墨絵） くぎょうしゃかず 禅系 M-6 2.0x4.0尺丈 1
五百羅漢図 ごひゃくらかんず 禅系 L-124 1.8x4.0尺丈
三国伝燈歴代祖師図 さんごくでんとうれきだいそしず 禅系・曹洞宗 L-99 2.1x4.3尺丈 2
三世三千仏図（薬師） さんせいさんぜんぶつず 禅系 O-102 2.0x4.1尺丈 三幅対
三世三千仏図（釈迦） さんせいさんぜんぶつず 禅系 O-103 2.0x4.1尺丈 三幅対 2
三世三千仏図（未来弥陀） さんせいさんぜんぶつず 禅系 O-104 2.0x4.1尺丈 三幅対 2
三宝荒神像 さんぽうこうじんぞう 禅系 L-39 1.8x4.0尺丈 1
四神図 ししんず 禅系 O-128 8⼨x9⼨丈
四天王図 してんおうず 禅系 P-35 1.8x4.0尺丈 四幅対 2
壁画釈迦三尊（現在） しゃかさんぞん 禅系 O-27 4.5x7.0尺丈
釈迦三尊（釈迦牟尼） しゃかさんぞんしゃかむに 禅系 L-120 1.8x4.0尺丈 三幅対
釈迦三尊図 しゃかさんぞんず 禅系 M-25 5.0x4.0尺丈
釈迦三尊曹洞祖師図 しゃかさんぞんそうどうそしず 禅系 S-21 1.8x4.0尺丈 7
釈迦三尊（普賢菩薩） しゃかさんぞんふげんぼさつ 禅系 L-119 1.8x4.0尺丈 三幅対
釈迦三尊仏図 しゃかさんぞんぶつ 禅系 P-36 1.8x4.0尺丈
釈迦三尊（⽂殊菩薩） しゃかさんぞんもんじゅぼさつ 禅系 L-121 1.8x4.0尺丈 三幅対
釈迦⼗六善神 しゃかじゅうろくぜんしん 禅系 S-22 1.8x4.0尺丈
釈迦⼗六善神（本⾦箔押） しゃかじゅうろくぜんしん 禅系 M-170 4.5x4.0尺丈 1枚あるかも
釈迦⼗六羅漢図 しゃかじゅうろくらかん 禅系 L-122 1.8x4.0尺丈
釈迦⼆声聞（阿難・迦葉） しゃかにせいもん 禅系 S-165 1.8x4.0尺丈 3
釈迦如来説法図（勧修寺本） しゃかにょらいせっぽうず 禅系 O-81 1.8x2.3尺丈
釈迦涅槃図 しゃかねはんず 禅系 S-188 4.0x6.0尺丈
釈迦涅槃図 しゃかねはんず 禅系 S-190 3.0x4.0尺丈
釈迦涅槃図 しゃかねはんず 禅系 L-125 3.0x4.0尺丈
釈迦涅槃図（本⾦箔押） しゃかねはんず 禅系 L-126 4.0x5.0尺丈
釈迦涅槃図 しゃかねはんず 禅系 P-126 3.5x5.3尺丈
釈迦名号 しゃかみょうご 禅系 M-176 1.5x4.0尺丈
釈迦名号 しゃかみょうご 禅系 L-22 1.5x4.0尺丈 4
釈迦四⼤事蹟・灌仏 しゃかよんだいじせき・かんぶつ 禅系 M-149-1 8⼨x1.1尺丈 四幅対
釈迦四⼤事蹟・成道 しゃかよんだいじせき・じょうどう 禅系 M-149-2 8⼨x1.1尺丈 四幅対
釈迦四⼤事蹟・初転法輪 しゃかよんだいじせき・しょてんほうりん 禅系 M-149-3 8⼨x1.1尺丈 四幅対
釈迦四⼤事蹟・涅槃 しゃかよんだいじせき・ねはん 禅系 M-149-4 8⼨x1.1尺丈 四幅対
⼗王図 じゅうおうず 禅系 o-107 3.5x4.5尺丈 双幅
⼗⽜図 じゅうぎゅうず 禅系 L-98 1.8x4.0尺丈
⼗三仏図）（紺地） じゅうさんぶつず 禅系 L-5 1.3x3.0尺丈
⼗三仏図（古⾊） じゅうさんぶつず 禅系 L-6 1.3x3.0尺丈
⼗三仏図（禅系） じゅうさんぶつずらいごうけいしき 禅系 M-94 1.8x4.0尺丈 3
⼗三仏図来迎形式 じゅうさんぶつずらいごうず 禅系 S-36 3.0x1.7尺丈 5
⼗三仏曹洞両⼤師付 じゅうさんぶつそうとうりょうだいしつき 禅系・曹洞宗 S-32   2.3x3.0尺丈 6
⼗三仏来迎図（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつらいごうず 禅系 O-44 1.8x4.0尺丈
⼗三仏来迎図（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつらいごうず 禅系 o-45 1.8x4.0尺丈
⼗三仏来迎図 じゅうさんぶつらいごうず 禅系 O-106 3.5x4.5尺丈 1
⼗三仏臨済両⼤師付 じゅうさんぶつりんざいりょうだいしつき 禅系・臨済宗 S-33 2.3x3.0尺丈 4
⼤般若⼗六善神（相国寺本） じゅうろくぜんしん 禅系 S-163 2.0x4.0尺丈 1
⼗六羅漢図 じゅうろくらかんず 禅系 S-17 1.8x4.0尺丈 3
出⼭釈迦図 しゅつざんしゃかず 禅系 S-110 1.8x4.0尺丈
出⼭釈迦図（相国寺本） しゅつざんしゃかず 禅系 S-155 2.0x4.0尺丈 1
出⼭釈迦図（墨絵）(⿅王院本） しゅつざんしゃかず 禅系 M-1  2.0x4.3尺丈
出⼭釈迦図 しゅつざんしゃかず 禅系 M-2 2.0x4.3尺丈 1
出⼭釈迦図（墨絵） しゅつざんしゃかず 禅系 M-3 2.0x4.3尺丈
出⼭釈迦図 しゅつざんしゃかず 禅系 M-4 2.0x4.3尺丈
出⼭釈迦図（妙定院本） しゅつざんしゃかず 禅系 P-144 2.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊図 すみえしゃかさんぞんず 禅系 M-24 5.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊図 すみえしゃかさんぞんず 禅系 M-125 5.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊図 すみえしゃかさんぞんず 禅系 M-136-1  3.0x4.0尺丈 1
墨絵釈迦三尊図 すみえしゃかさんぞんず 禅系 M-136-2  4.0x5.0尺丈
墨絵釈迦三尊図 すみえしゃかさんぞんず 禅系 M-143 5.0x4.0尺丈
隻復達磨図 せきりだるま 禅系 S-143 1.8x4.0尺丈
隻履達磨図（墨絵）（正⽊美術館本） せきりだるまず 禅系 M-11 2.0x4.3尺丈 1
隻履達磨図 せきりだるまず 禅系 M-12 2.0x4.3尺丈 1
曹洞宗⼗三仏図（両⼤師付） そうとうしゅうじゅうさんぶつず 禅系・曹洞宗 L-127 2.3x3.1尺丈
⼤般若⼗六善神 だいはんにゃじゅうろくぜんしん 禅系 S-12 1.8x4.0尺丈
⼤般若⼗六善神 だいはんにゃじゅうろくぜんしん 禅系 S-83 2.0x4.0尺丈 4
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 禅系 O-118-1 1.8x4.5尺丈 三幅対 1
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 禅系 O-118-2 1.8x4.5尺丈 三幅対 1
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 禅系 O-118-3 1.8x4.5尺丈 三幅対 1
達磨禅師（墨絵）（向嶽寺本） だるまぜんじ 禅系 M-7 2.0x4.0尺丈 1
達磨禅師 だるまぜんじ 禅系 M-8 2.0x4.0尺丈 2 5尺⼱１枚
達磨⼤師（墨絵）（瀧⾨寺本） だるまだいし 禅系 M-9 2.0x4.0尺丈 1
達磨⼤師 だるまだいし 禅系 M-10 2.0x4.0尺丈 1
達磨⼤師（墨絵）（南禅寺本） だるまだいし 禅系 M-13 1.8x4.0尺丈
達磨⼤師 だるまだいし 禅系 M-14 1.8x4.0尺丈
達磨⼤師（墨絵）（萬福寺本） だるまだいし 禅系 M-15 1.8x4.0尺丈 1
達磨⼤師 だるまだいし 禅系 M-16 1.8x4.0尺丈 1
達磨⼤師図 だるまだいしず 禅系 S-111    1.8x4.0尺丈 2
篆書体般若⼼経（墨蹟） てんしょたいはんにゃしんぎょう 禅系 O-130-1 1.5x3.5尺丈
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 禅系 O-130-2 1.5x3.5尺丈
道元観⽉御影（宝慶寺本） どうげんかんげつみえ 禅系・曹洞宗 M-18 2.0x4.0尺丈 2
道元禅師（永平寺本） どうげんぜんじ 禅系・曹洞宗 M-17 2.0x4.0尺丈 1

全商品仏画リスト(五⼗⾳順）2021/12/17現在
⼤進美術株式会社

1 / 2 ページ



道元禅師観⽉御影 どうげんぜんじかんげつみえ 禅系・曹洞宗 M-103 1.8x4.0尺丈
涅槃図（東福寺本）（版⽊） ねはんず 禅系 o-46 2.2x3.1尺丈
⼋相涅槃図 はっそうねはんず 禅系 L-129 4.0x4.5尺丈
般若⼼経紺紙⾦泥 はんにゃしんぎょうこんしきんでい 禅系 L-106 1.7x9⼨ 双幅
⽩蓮図（酒井抱⼀） びゃくれんず 禅系 L-110 1.8x4.0尺丈
無外如⼤像（景愛寺開⼭） むがいにょだいぞう 禅系・臨済宗 S-170 2.0x4.5尺丈
壁画薬師三尊（過去） やくしさんぞん 禅系 o-29 4.5x7.0尺丈
臨済宗⼗三仏図（両⼤師付） りんざいしゅうじゅうさんぶつず 禅系・臨済宗 L-128 2.3x3.1尺丈
蓮図（酒井抱⼀） れんず 禅系 L-111 1.8x4.0尺丈
蓮図 れんず 禅系 P-64 3.0x6.0尺丈
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