
番号 指定 作品名 員数 時代 所蔵者 備考

1 ◎ 木造仏坐像（伝薬師如来） 1躯 平安時代前期 福岡県二丈町・浮嶽神社

2 木造僧形神坐像 1躯 奈良後期~平安初期 滋賀県彦根市・本隆寺

3 ◎ 木造男神坐像 1躯 平安時代 京都市・大将軍八神社

4 木造八幡三神坐像 3躯 平安時代後期 大分県杵築市・八幡奈多宮 レプリカ展示

5 僧形八幡神画像 1幅 南北朝時代 大分県宇佐市・宇佐神宮 前期展示

6 ◎ 僧形八幡神影向図 1幅 鎌倉時代 京都市・仁和寺 後期展示

7 山王宮曼荼羅図 1幅 室町時代 奈良国立博物館 前期展示

8 山王本地仏曼荼羅図 1幅 鎌倉時代 東京国立博物館 後期展示

9 ◎ 山王垂迹神曼荼羅図 1幅 鎌倉時代 滋賀県安土町・浄巌院 後期展示

10 熊野曼荼羅図 1幅 鎌倉時代 京都市・聖護院 前期展示

11 熊野那智参詣曼荼羅図 1幅 室町時代 東京・國學院大學

12 北野宮曼荼羅図 1幅 室町時代 京都市・北野天満宮

13 ◇ 宇佐宮古図 1幅 室町時代 大分県宇佐市・宇佐神宮

14 日光御祭礼絵巻 1巻 江戸時代 個人

15 ◎ 線刻阿弥陀三尊十二光仏鏡像 1面 平安時代 栃木県日光市・輪王寺

16 線刻阿弥陀如来鏡像 1面 平安時代 東京国立博物館

17 線刻薬師如来鏡像 1面 平安時代 東京国立博物館

18 線刻千手観音菩薩鏡像 1面 平安時代 東京国立博物館

19 〇 線刻蔵王権現鏡像 1面 平安時代 東京国立博物館

20 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 平安時代 個人

21 木造十一面観音菩薩懸仏 1面 鎌倉時代 個人

22 ◎ 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 弘安5年（1282） 千葉県佐原市・観福寺

23 ◎ 銅造地蔵菩薩懸仏 1面 延慶2年（1309） 千葉県佐原市・観福寺

24 ◎ 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 嘉暦元年（1326） 神奈川県鎌倉市・長谷寺

25 ◎ 銅造阿弥陀不動毘沙門天懸仏 1面 康暦2年（1380） 京都国立博物館

26 ◎ 銅造英彦山三所権現懸仏 3面 鎌倉時代 福岡県添田町・英彦山神宮

27 銅造阿弥陀三尊像懸仏 1面 建武4年（1337） 大分県豊後高田市・胎蔵寺

木造如来形坐像 1躯 室町時代 福岡県求菩提山資料館

木造菩薩形坐像 1躯 室町時代 福岡県求菩提山資料館

木造僧形神坐像 1躯 室町時代 福岡県求菩提山資料館

29 滑石製半肉彫坐像 1躯 平安時代 福岡県求菩提山資料館

30 ◇ 木造山王垂迹神坐像 3躯 仁治3年（1242） 熊本県泉村・釈迦院 全7躯のうち

31 木造十一面観音菩薩坐像 1躯 室町時代 熊本県植木町・菱形八幡宮
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32 木造軍神坐像 1躯 平安時代 熊本県植木町・菱形八幡宮

33 木造阿弥陀如来坐像 1躯 永禄3年（1560） 熊本県多良木町・新山新八幡宮

34 ◇ 木造女神坐像 1躯 永禄9年（1566） 熊本県多良木町・新山新八幡宮

35 木造男女神坐像 3躯 永享8年（1436） 熊本県錦町・目郎熊野座神社

36 木造男女神坐像 5躯 室町時代 熊本県湯前町・下里大師堂

37 ◇ 木造僧形神坐像 1躯 室町時代 熊本県菊池市・菊池神社

38 木造十一面観音菩薩坐像 1躯 室町時代 個人

39 藤崎八旛宮縁起絵図 1幅 延宝3年（1675） 熊本市・藤崎八旛宮

40 藤崎宮祭礼絵巻 2巻 江戸時代 東京・財団法人永青文庫

41 藤崎宮寺造営注文案 1通 江戸時代 熊本市・藤崎八旛宮

42 阿蘇神社御田植祭礼絵巻 1巻 江戸時代 熊本県一の宮町・阿蘇神社

43 阿蘇社社殿絵巻 1巻 江戸時代 熊本県一の宮町・阿蘇神社

44 阿蘇社祭典座次図 1巻 室町時代 熊本県阿蘇町・西巌殿寺

45 阿蘇社社家供僧列座図 1巻 江戸時代 熊本県一の宮町・阿蘇神社

46 阿蘇山麓三十六坊図 1枚 江戸時代 熊本県阿蘇町・西巌殿寺

47 阿蘇十二宮本地仏図 1幅 江戸時代 熊本県阿蘇町・西巌殿寺

48 阿蘇宮領総目録及び細川家奉行連署状 3通 寛文元年（1661） 熊本県阿蘇町・西巌殿寺

49 ◇ 木造阿弥陀如来坐像（妙見本地仏） 1躯 江戸時代 熊本県八代市・階下釈迦堂

50 銅造十一面観音菩薩懸仏 1躯 鎌倉時代 熊本県八代市・階下釈迦堂

51 木造妙見菩薩立像 1躯 江戸時代 熊本県八代市・医王寺

52 木造傅大士及び童子像 3躯 宝永元年（1704） 熊本県八代市・医王寺

53 木造文殊菩薩坐像 1躯 寛永6年（1629） 熊本県八代市・医王寺

54 妙見宮祭礼絵巻 1巻 弘化3年（1846） 熊本県八代市・財団法人松井文庫

55 妙見宮社領山絵図 1枚 元禄6年（1693） 熊本県八代市・八代神社

56 細川宣紀寄進状及び見宮領配分目録 2通 正徳6年（1716） 熊本県八代市・八代神社

57 ◇ 木造阿弥陀如来懸仏 1躯 平安時代 熊本県植木町・熊野神社 鏡板欠失

58 ◇ 木造薬師如来懸仏 1躯 寿永3年（1184） 熊本県植木町・熊野神社 鏡板欠失

59 ◇ 木造十一面観音菩薩懸仏 1躯 寿永3年（1184） 熊本県植木町・熊野神社 鏡板欠失

60 ◇ 線刻千手観音菩薩鏡像 1面 平安後期~鎌倉初期 熊本県植木町・熊野神社

61 線刻大威徳明王鏡像 1面 平安後期~鎌倉初期 熊本県深田村・鹿島神宮

62 ◎ 銅造山王十社懸仏 1面 建保6年（1218） 奈良国立博物館

63 銅造十一面観音菩薩懸仏 1躯 鎌倉時代 熊本県深田村・鹿島神宮 鏡板欠失

64 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 鎌倉時代 熊本県深田村・深田阿蘇神社

65 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 鎌倉時代 熊本県深田村・深田阿蘇神社

66 ◇ 銅造千手観音菩薩懸仏 1面 鎌倉時代 熊本県植木町・熊野神社

67 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 鎌倉時代 熊本県本渡市・高雲寺

68 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 嘉暦2年（1327） 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

69 銅造薬師如来懸仏 1面 延文3年（1358） 熊本県深田村・鹿島神宮

70 ◇ 銅造五尊像懸仏 1面 室町時代 熊本県植木町・熊野神社
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71 銅造不動明王・毘沙門天脇侍懸仏 1面 応永16年（1409） 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

72 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 永正2年（1505） 熊本県山江村・西福寺跡阿弥陀堂

73 銅造十一面観音菩薩懸仏 1面 永正15年（1518） 熊本県山江村・西福寺跡阿弥陀堂

74 銅造懸仏 3面 室町時代 熊本県深田村・深田阿蘇神社

75 白銅造十一面観音菩薩鏡像 1面 江戸時代 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

76 白銅造六観音菩薩鏡像 1面 江戸時代 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

77 板絵十一面観音菩薩御正体 1面 応仁元年（1467） 熊本県深田村・深田阿蘇神社

78 板絵十一面観音菩薩御正体 1面 天正10年（1582） 個人

79 板絵三尊像懸仏 1面 文禄2年（1593） 熊本県玉名市・光専寺

80 板絵十一面観音菩薩御正体 1面 慶長2年（1597） 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

81 板絵如意輪観音菩薩御正体 1面 慶長2年（1597） 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

82 板絵十一面観音菩薩・不動明王・毘沙門天御正体 3面 慶長15年（1610） 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

83 木造六観音菩薩懸仏 1面 寛永8年（1631） 熊本県水上村・生善院

84 木造十一面観音菩薩懸仏 1面 元禄10年（1697） 熊本県玉名市・光専寺

85 瓦造十一面観音菩薩懸仏 1面 室町時代 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

86 瓦造十一面観音菩薩懸仏 1面 桃山時代 熊本県人吉市・老神神社

87 瓦造十一面観音菩薩懸仏 1面 桃山時代 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

88 鉄造聖観音菩薩種子懸仏 1面 室町時代 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

89 鉄造十一面観音菩薩種子懸仏 1面 室町時代 熊本県人吉市・青井阿蘇神社

90 木造天神坐像及び本地仏 1躯 江戸時代 熊本県玉名市・造町天満宮 本地仏は胎内仏


