
番号 指定区分 分類 名称 員数 時代 所蔵者
1 重文 彫 銅造誕生釈迦仏立像 1軀 奈良時代 善水寺

2 重文 彫 銅造観世音菩薩立像 1軀 奈良時代 報恩寺

3 重文 彫 銅造薬師如来立像 1軀 奈良時代 聖衆来迎寺

4 重文 彫 銀造厨子入阿弥陀如来立像 1軀 鎌倉時代 浄厳院

5 国宝 工 金銀鍍透彫華籠 2枚 平安～鎌倉時代 神照寺

6 重文 工 金銀透彫華鬘 2枚 鎌倉時代 神照寺

7 重文 工 金銅透彫華鬘 1面 鎌倉時代　寛元元年（1243） 長命寺

8 県文 工 草花文片面磬 1面 平安時代 総持寺

9 県文 工 素文磬 1面 平安時代 舎那院

10 県文 工 金銅密教法具 1具 鎌倉時代 西明寺

11 重文 工 金銅雲形孔雀文磬 1面 鎌倉時代 成菩提院

12 重文 工 銅磬　孔雀文様 1面 鎌倉時代 金剛輪寺

13 国宝 工 金銅経箱　叡山横川如法堂埋納 1合 平安時代 延暦寺

14 重文 彫 木造如意輪観音半跏像 1軀 平安時代 石山寺

15 重文 彫 木造阿弥陀如来坐像 1軀 平安時代 聖応寺

16 重文 彫 木造地蔵菩薩立像 1軀 平安時代 東南寺

17 重文 彫 木造大黒天半跏像 1軀 平安時代 明寿院

18 重文 彫 木造毘沙門天立像 1軀 平安時代 西遊寺

19 重文 彫 木造地蔵菩薩立像 1軀 平安時代 永昌寺

20 彫 木造薬師如来立像 1軀 平安時代 西教寺

21 県文 彫 木造広目天立像 1軀 平安時代 大通寺保存会

22 重文 彫 木造十一面観音立像 1軀 平安時代 長福寺

23 重文 彫 木造十一面観音立像 1軀 平安時代 飯道寺

24 重文 彫 木造十一面観音立像 1軀 平安時代 円満寺

25 重文 彫 木造十一面観音立像 1軀 平安時代 櫟野寺

26 重文 彫 木造千手観音立像 1軀 平安時代 葛川明王院

27 重文 彫 木造不動明王立像 1軀 平安時代 延暦寺

28 重文 彫 木造不動明王坐像　　（盛忠作） 1軀 平安時代　長和3年（1014） 園城寺

29 重文 彫 木造帝釈天立像（所在本堂） 1軀 平安時代 正法寺

30 重文 彫 木造地蔵菩薩立像　　（栄快作） 1軀 鎌倉時代　建長6年（1254） 長命寺

31 重文 彫 木造薬師如来坐像 1軀 鎌倉時代 西教寺

32 重文 彫 木造大日如来坐像（多宝塔）　　（快慶作） 1軀 鎌倉時代 石山寺

33 重文 彫 木造吉祥天立像 1軀 鎌倉時代 園城寺

34 重文 彫 木造厨子入薬師如来坐像 1軀 平安時代 石部神社

35 市文 彫 熊野本地仏像（阿弥陀・千手・十一面・地蔵） 4軀 平安時代 熊野神社

36 重文 彫
木造男神坐像（伝落別命）
木造男神坐像（伝大己貴命）

2軀 平安時代 小槻大社

37 重文 彫 木造女神像 3軀 平安時代 建部大社

38 重文 絵 紙本著色桑実寺縁起　　（光茂筆） 2巻 室町時代　 桑実寺

39 県文 書 紺紙金字妙法蓮華経　開結経共 10巻 平安時代 百済寺

40 県文 絵 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 南北朝時代 御上神社

41 市文 絵 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 室町時代 飯道寺

42 絵 絹本著色両界曼荼羅図 2幅 鎌倉時代 琵琶湖文化館

43 重文 絵 絹本著色尊勝曼荼羅図 1幅 鎌倉時代 園城寺

44 重文 絵 絹本著色八大仏頂曼荼羅図 1幅 鎌倉時代 園城寺

45 県文 絵 絹本著色聖観音曼荼羅図 1幅 鎌倉時代 長寿寺

46 重文 絵 絹本著色阿弥陀聖衆来迎図 1幅 平安時代 浄厳院

47 重文 絵 絹本著色阿弥陀三尊二十五菩薩来迎図 1幅 鎌倉時代 安楽律院

48 重文 絵 絹本著色阿弥陀来迎図 1幅 鎌倉時代 宝厳寺

49 絵 絹本著色観経変相図 1幅 鎌倉時代 聖衆来迎寺

50 県文 絵 絹本著色観経変相図 1幅 鎌倉時代 長寿寺

51 県文 絵 絹本著色観経変相図 1幅 室町時代 長寿寺

52 絵 絹本著色仏涅槃図 1幅 南北朝時代 西明寺

53 県文 絵 絹本著色仏涅槃図 1幅 鎌倉時代 少林寺

54 重文 絵 絹本著色涅槃像 1幅 南北朝時代 長命寺

55 重文 絵 絹本著色釈迦十六善神像 1幅 鎌倉時代 園城寺

56 重文 絵 絹本著色釈迦三尊十六善神図 1幅 鎌倉時代 聖衆来迎寺

57 絵 絹本著色釈迦曼荼羅図 1幅 南宋時代 成菩提院

58 絵 絹本著色日吉山王本地仏曼荼羅図 1幅 鎌倉時代 乗念寺

59 重文 絵 絹本著色山王本地仏像 1幅 南北朝時代 延暦寺

60 重文 絵 絹本著色日吉山王神像 1幅 鎌倉時代 百済寺

61 国宝 絵
　　　　　　　　　　 　　（畜生道図）
絹本著色六道絵 　 （譬喩経説話図）
　　　　　　　　　　　　 （等活地獄図）

3幅 鎌倉時代 聖衆来迎寺

62 重文 絵 絹本著色十二天像（伊舎那天・梵天・多聞天） 3幅 鎌倉時代 西明寺

63 重文 絵 絹本著色不動明王八大童子像 1幅 鎌倉時代 園城寺

64 重文 絵 絹本著色不動明王二童子像 1幅 鎌倉時代 園城寺

65 重文 絵 絹本著色黄金剛童子像 1幅 鎌倉時代 園城寺

66 重文 絵 絹本著色多聞天像 1幅 鎌倉時代 園城寺

67 重文 絵 絹本著色水天像 1幅 鎌倉時代 園城寺

68 重文 絵 絹本著色千手観音二十八部衆像 1幅 鎌倉時代 大清寺

69 重文 絵 絹本著色如意輪観音像 1幅 鎌倉時代 法蔵寺

70 県文 絵 絹本著色被帽地蔵菩薩像 1幅 鎌倉時代 法蓮寺

71 重文 絵 絹本著色勢至菩薩像 1幅 元時代 長命寺

特別展　「琵琶湖をめぐる　近江路の神と仏　名宝展」　　出品作品　
会期中、展示替があります


