
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
天照⼤神像 あまてらすおおみかみぞう 全宗派 L-43 1.8x4.0尺丈 1
烏枢沙摩明王 うすさまみょうおう 全宗派 L-37 1.8x4.0尺丈 3
烏枢渋摩明王（硯屏）（⽴） うすさまみょうおう 全宗派 O-3-12 7⼨x1尺丈
⾬宝童⼦ うほうどうじ 全宗派 L-46 1.8x4.0尺丈 3 ⽩茶１ 紺２
花⿃図・蓮図（F10号） かちょうず・れんず 全宗派 S-53 51.5x45.5㎝ 14
観世⾳菩薩三⼗三応⾝図 かんぜおんぼさつ33おうしんず 全宗派 P-32 1.8x4.5尺丈 4
観世⾳菩薩普⾨⽰現図 かんぜおんぼさつふもんじげんず 全宗派 P-31 1.8x4.5尺丈 5
⾏基菩薩御影 ぎょうきぼさつみえ 全宗派 P-46 1.8x4.0尺丈
旭⽇（吉祥⻲） きょくじつ 全宗派 M-41 1.8x4.0尺丈 1
⽞奘三蔵像（東博本） げんじょうさんぞう 全宗派 P-91 1.8x4.0尺丈 1
五髻⽂殊菩薩 ごけいもんじゅぼさつ 全宗派 L-14  1.8x4.0尺丈
五髻⽂殊菩薩 ごけいもんじゅぼさつ 全宗派 L-36 1.8x4.0尺丈 3
五百羅漢図 ごひゃくらかんず 全宗派 L-124 1.8x4.0尺丈
嵯峨天皇御影 さがてんのうみえ 全宗派 L-54 2.0x4.0尺丈
三世三千仏図（過去薬師） さんせいさんぜんぶつず 全宗派 O-103 2.0x4.1尺丈 三幅対 2
三宝荒神（硯屏）（⽴） さんぽうこうじん 全宗派 O-3-11 7⼨x1尺丈
三宝荒神像 さんぽうこうじんぞう 全宗派 L-39 1.8x4.0尺丈 1
⾊紙⼲⽀守本尊 しきしえとまもりほんぞん 全宗派 L-51 8x9⼨ ⼋種類
四国８８朱印仮巻（軸） しこく88れいじょうしゅいん 全宗派 L-84 1.8x4.9尺丈
四国８８朱印仮巻（額） しこく89れいじょうしゅいん 全宗派 L-85 1.5x4.9尺丈
地獄極楽図 じごくごくらくず 全宗派 S-117 1.8x4.0尺丈 2
地獄極楽図 じごくごくらくず 全宗派 P-12 1.8x4.5尺丈
地獄図 じごくず 全宗派 O-129 1.5x4.0尺丈 双幅
四国８８朱印仮巻（霊⼭寺） しこくはちじゅうはっかしょしゅいんじく 全宗派 S-85 1.8x4.8尺丈
四国８８朱印仮巻（東寺） しこくはちじゅうはっかしょしゅいんじく 全宗派 S-86 1.8x4.8尺丈
四神図（⾊紙額装） ししんず 全宗派 M-90 8⼨x9⼨
四神図（⾊紙額装） ししんず 全宗派 O-128 8⼨x9⼨
地蔵菩薩像（⽴） じぞうぼさつぞう 全宗派 L-21 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 全宗派 L-165 1.8x4.0尺丈
七福神図（安藤廣重） しちふくじんず 全宗派 O-137 1.5x2.5尺丈
七福神図（安藤廣重） しちふくじんず 全宗派 O-138 1.5x4.1尺丈
七福神図（安藤廣重） しちふくじんず 全宗派 O-139 1.8x1.7尺丈
四天王（広⽬天）（⻄⽅）（硯屏） してんおう（こうもくてん） 全宗派 O-10-7 7⼨x1尺丈 四幅対
四天王（持国天）（東⽅）（硯屏） してんおう（じこくてん） 全宗派 O-10-9 7⼨x1尺丈 四幅対
四天王（増⻑天）（南⽅）（硯屏） してんおう（ぞうちょうてん） 全宗派 O-10-10 7⼨x1尺丈 四幅対
四天王（多聞天）（北⽅）（硯屏） してんおう（たもんてん） 全宗派 O-10-8 7⼨x1尺丈 四幅対
四天王像（東⽅・持国天） してんおうぞう 全宗派 P-35 1.5x4.0尺丈 四幅対 2
四天王像（南⽅・増⻑天） してんおうぞう 全宗派 P-35 1.5x4.0尺丈 四幅対 2
四天王像（⻄⽅・広⽬天） してんおうぞう 全宗派 P-35 1.5x4.0尺丈 四幅対 2
四天王像（北⽅・多聞天） してんおうぞう 全宗派 P-35 1.5x4.0尺丈 四幅対 2
釈迦・⽂殊・弥勒像 しゃか・もんじゅ・みろくぞう 全宗派 L-17 6.0x4.0尺丈
釈迦三尊図 しゃかさんぞんず 全宗派 S-97 2.0x4.5尺丈 3
釈迦三尊図 しゃかさんぞんず 全宗派 M-24 5.0x4.0尺丈
釈迦三尊図 しゃかさんぞんず 全宗派 L-78 1.8x4.0尺丈
釈迦三尊図 しゃかさんぞんず 全宗派 P-36 1.8x4.0尺丈
釈迦三尊図（釈迦牟尼仏） しゃかさんぞんず（しゃかむにぶつ） 全宗派 L-120 1.8x4.0尺丈 三幅対
釈迦三尊図（普賢菩薩） しゃかさんぞんず（ふげんぼさつ） 全宗派 L-119 1.8x4.0尺丈 三幅対
釈迦三尊図（⽂殊菩薩） しゃかさんぞんず（もんじゅぼさつ） 全宗派 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 全宗派 S-163 2.0x4.0尺丈 1
釈迦⼗六羅漢図 しゃかじゅうろくらかんず 全宗派 L-122 1.8x4.0尺丈
釈迦誕⽣図（花祭本尊） しゃかたんじょうず 全宗派 L-61 2.0x4.0尺丈
釈迦誕⽣図（花祭本尊） しゃかたんじょうず 全宗派 L-64 2.0x4.0尺丈
釈迦誕⽣仏 しゃかたんじょうぶつ 全宗派 S-109 1.8x4.0尺丈   2
釈迦⼆声聞（阿難/迦葉） しゃかにせいもん 全宗派 S-165 1.8x4.0尺丈 3
釈迦涅槃図 しゃかねはんず 全宗派 S-63 3.0x4.0尺丈
釈迦涅槃図 しゃかねはんず 全宗派 S-190 3.0x4.0尺丈
釈迦涅槃図 しゃかねはんず 全宗派 L-125 3.0x4.0尺丈
釈迦涅槃図 しゃかねはんず 全宗派 L-126 4.0x5.0尺丈
釈迦四⼤事跡 しゃかよんだいじせき 全宗派 M-149  8⼨x1.1尺丈ｘ４ 四枚⼀組
朱印⽤阿弥陀如来 しゅいんようあみだにょらい 全宗派 Ｍ-110 1.8×4.5尺丈 9
⼗⼀⾯観⾳菩薩（座） じゅういちめんかんのん 全宗派 S-101 1.8x4.0尺丈 1
⼗⼀⾯観⾳菩薩（⽴）（六観⾳） じゅういちめんかんのん 全宗派 S-178 1.8x4.0尺丈
⼗⼀⾯観⾳菩薩（硯屏）（⽴） じゅういちめんかんのんかんのんぼさつ 全宗派 O-3-8 7⼨x1尺丈
⼗王図 じゅうおうず 全宗派 O-107 3.0x4.5尺丈 双幅
⼗三仏図（寛永寺本） じゅうさんぶつ 全宗派 M-162 1.8x4.0尺丈
⼗三仏図 じゅうさんぶつず 全宗派 O-44 1.5x4.0尺丈
⼗三仏図 じゅうさんぶつず 全宗派 O-45 1.5x4.0尺丈
⼗三仏図来迎形式 じゅうさんぶつず 全宗派 O-136 1.3x3.0尺丈
⼗三仏図来迎形式 じゅうさんぶつず 全宗派 O-150 1.5x4.0尺丈 5
⼗三仏図⼋宗 じゅうさんぶつずはちしゅうよう 全宗派 Ｏ-157 1.3×3.0尺丈 13
⼗三仏図 じゅうさんぶつずらいごうず 全宗派 S-36 3.0x1.7尺丈 5
⼗三仏図 じゅうさんぶつずらいごうず 全宗派 L-71 1.8x4.0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 全宗派 O-47 1.3x3.5尺丈
⼗三仏図来迎形式（紺地） じゅうさんぶつらいごうけいしき 全宗派 O-52 1.5x3.3尺丈
⼗三仏図来迎形式（⾦⾊仕上） じゅうさんぶつらいごうけいしき 全宗派 O-56 1.5x3.3尺丈
⼗三仏図来迎形式（古⾊） じゅうさんぶつらいごうけいしき 全宗派 O-60 1.5x3.3尺丈
⼗三仏来迎図 じゅうさんぶつらいごうず 全宗派 O-106 3.0x4.5尺丈 双幅 1
⼗三仏来迎図（⼋宗⽤） じゅうさんぶつらいごうず 全宗派 P-6 1.3x3.0/1.5x4.0尺丈  8
准胝観⾳（座）（七観⾳） じゅんていかんのん 全宗派 S-164 1.8x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（⽴）（六観⾳） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 S-99 1.8x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩 しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 L-104 1.8x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（硯屏）（⽴） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 O-3-9 7⼨x1尺丈
聖観世⾳菩薩（硯屏）（⽴） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 O-10-6 7⼨x1尺丈
聖観世⾳菩薩（円形光背）（⾦地） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 P-13 1.5x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（⾈形光背）（⾦地） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 P-14 1.5x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（円形光背）（紺地） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 P-15 1.5x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（⾈形光背）（紺地） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 P-16 1.5x4.0尺丈
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聖観世⾳菩薩（円形光背）（古⾊） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 P-17 1.5x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（⾈形光背）（古⾊） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 P-18 1.5x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（円形光背）（⽩茶） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 P-19 1.5x4.0尺丈
聖観世⾳菩薩（⾈形光背）（⽩茶） しょうかんぜおんぼさつ 全宗派 P-20 1.5x4.0尺丈
聖徳太⼦孝養像 しょうとくたいしこうようぞう 全宗派 S-105 1.8x4.0尺丈 1
庚申・⻘⾯⾦剛 しょうめんこんごう 全宗派 S-161 1.8x4.0尺丈
掛け軸⽤スタンド すたんど 全宗派 L-96 ⼀般⽤・年忌⽤2種
墨絵釈迦三尊図 すみえしゃかさんぞんず 全宗派 M-125 5.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊図（縦） すみえしゃかさんぞんず 全宗派 M-136   3.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊図（横） すみえしゃかさんぞんず 全宗派 M-136  5.0x4.0尺丈
墨絵釈迦三尊図（東福寺本） すみえしゃかさんぞんず 全宗派 M-143 5.0x4.0尺丈
千⼿観⾳菩薩(⽴）（六観⾳） せんじゅかんのんぼさつ 全宗派 S-167 2.0x4.0尺丈
三世三千仏図（現在釈迦） せんぜいさんぜんぶつず 全宗派 O-102 2.0x4.1尺丈 三幅対 2
三世三千仏図（未来弥陀） せんぜいさんぜんぶつず 全宗派 O-104 2.0x4.1尺丈 三幅対 2
千⼿観⾳菩薩⼆⼗⼋部衆 せんてかんのんぼさつ２８ぶしゅう 全宗派 L-76 2.0x4.0尺丈
尊星王像・妙⾒ そんせいおうぞう・みょうけん 全宗派 L-38 1.8x4.0尺丈 2
⼤般若⼗六善神 だいはんにゃじゅうろくぜんしん 全宗派 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 全宗派 S-22 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 全宗派 S-83 2.0x4.0尺丈 4
⼤般若⼗六善神 だいはんにゃじゅうろくぜんしん 全宗派 M-170 4.5x4.0尺丈 1
⼤般若⼗六善神（3幅対） だいはんにゃしゅごじゅうろくぜんしん 全宗派 O-118 1.8x4.5尺丈 三幅対 1
天井絵花⿃図（伊藤若冲） てんじょうえかちょうず（いとうじゃくちゅう） 全宗派 S-84 円直計1尺
天照皇⼤神宮 てんしょうこうたいじんぐう 全宗派 L-52 1.5x4.0尺丈
般若⼼経篆書体（墨蹟） てんしょたいはんにゃしんぎょう 全宗派 O-131 1.5x3.5尺丈 9
般若⼼経篆書体（紺紙⾦泥） てんしょたいはんにゃしんぎょう 全宗派 O-132 1.5x3.5尺丈 8
天神像（北野天神本） てんじんぞう 全宗派 L-149 1.8x4.0尺丈
東福寺涅槃図（版⽊） とうふくじねはんず 全宗派 O-46 2.2x3.1尺丈
⽇輪観⾳（⻘⼭）（⻑⾕寺本） にちりんかんのん 全宗派 O-33 1.4x4.0尺丈
⽇輪観⾳（緑⼭）（⻑⾕寺本） にちりんかんのん 全宗派 O-34 1.4x4.0尺丈
如意輪観⾳(座）（六観⾳） にょいりんかんのん 全宗派 S-140 1.8x4.0尺丈 1
涅槃図（本⾦箔押） ねはんず 全宗派 S-188 4.0x5.0尺丈
涅槃図 ねはんず 全宗派 P-126 3.5x5.3尺丈
⻑⾕寺式⼗⼀⾯観⾳（⻑⾕寺本） はせでらしきじゅういちめんかんのん 全宗派 O-37 2.7x5.0尺丈
⼋⼤地獄図 はちだいじごくず 全宗派 M-144 1.8x4.0尺丈
⼋⼤地獄図 はちだいじごくず 全宗派 O-17 1.8x4.0尺丈
⼋相涅槃図 はっそうねはんず 全宗派 L-129 4.0x5.0尺丈
⾺頭観⾳（⽴）（六観⾳） ばとうかんのん 全宗派 S-176 1.8x4.尺丈
⾺頭観⾳（座） ばとうかんのん 全宗派 S-177 1.8x4.0尺丈
花祭本尊 はなまつりほんぞん 全宗派 L-77 1.8x4.0尺丈 1
般若⼼経（紺紙⾦泥） はんにゃしんぎょう（こんしきんでい） 全宗派 M-59 1.0x1.7尺丈 1
般若⼼経（紺紙⾦泥） はんにゃしんぎょう（こんしきんでい） 全宗派 L-106 1.7x9⼨丈
毘沙⾨天像 びしゃもんてんぞう 全宗派 L-73 1.8x4.0尺丈 1
⾶天図 ひてんず 全宗派 M-96 6.6x3.3尺丈
⾶天図 ひてんず 全宗派 M-97 6.6x3.3尺丈
⾶天図 ひてんず 全宗派 M-98 6.6x3.3尺丈
⾶天図 ひてんず 全宗派 M-99 6.6x3.3尺丈
悲⺟観⾳像（狩野芳崖） ひぼかんのん 全宗派 L-115 1.8x4.0尺丈
⽩⾐観⾳像（座） びゃくえかんのん 全宗派 L-116 1.8x4.0尺丈 1
⽩⾐観⾳像（硯屏）（⽴） びゃくえかんのん 全宗派 O-10-3 7⼨x1尺丈
⽩⾐観⾳像（硯屏）（座） びゃくえかんのん 全宗派 O-10-4 7⼨x1尺丈
⽩蓮図（酒井抱⼀） びゃくれんず 全宗派 L-110 1.8x4.0尺丈
不空羂索観⾳（⽴）（七観⾳） ふくうけんさくかんのん 全宗派 S-104 1.8x4.0尺丈
蓬莱飾り（正⽉） ほうらいかざり 全宗派 L-50 1.8x4.0尺丈 1
梵⽂チベット観⾳経（版⽊） ぼんぶんちべっとかんのんきょう 全宗派 L-7 1.7x8⼨丈 3
薬師三尊 やくしさんぞんず 全宗派 L-62 2.0x4.0尺丈 1
薬師⼗⼆神将図（桜池院本） やくしじゅうにしんしょうず 全宗派 L-47 2.0x4.0尺丈 8 旧L-47
薬師如来像 やくしにょらいぞう 全宗派 L-72 1.8x4.0尺丈 1
蓮図（酒井抱⼀） れんず 全宗派 L-111 1.8x4.0尺丈
蓮図（⼋種） れんず 全宗派 P-64 3.0x5.0尺丈
六地蔵図 ろくじぞう 全宗派 L-123 1.8x4.0尺丈 1
六道図 ろくどうず 全宗派 O-130 1.5x4.0尺丈 双幅 1
⼗三仏 顔だけ じゅうさんぶつ 全宗派 A-67   1.5×4.0尺丈 1
⼗三仏 来迎形式 箔押 中原 じゅうさんぶつ らいごうけいしき 全宗派 A-68   1.5×4.0尺丈 3
⼗三仏 来迎形式 全尊箔押 中原 じゅうさんぶつ らいごうけいしき 全宗派 A-69   1.5×4.1尺丈 1
釈迦誕⽣図（花祭本尊） しゃかたんじょうず 全宗派 A-20 2.9x3.5尺丈 0
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