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出陳
番号

倉番号 名称 よみがな 略称 員数 法量（寸法＝㎝、重量＝ｇ） 初出陳 前回出陳年

1 北倉１６ 犀角杯 さいかくのつき 犀の角のさかづき １口 長径15.5　短径8.4　高5.0
重76.8

1993年

2 北倉４２ 花鳥背円鏡 かちょうはいのえんきょう 花鳥文様の鏡 １面
径31.7　縁厚0.8　重4061、
[題箋] 長20　幅3前後、
[緋絁帯] 長53.5

1997年

3 北倉４２ 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 １合 径35.3　高6.4 1997年

4 南倉７１ 銀平脱八稜形鏡箱 ぎんへいだつはちりょうがたのかがみばこ 鏡の箱 １合 径36.5　高10.5 1995年

5 北倉２７ 螺鈿紫檀琵琶 らでんしたんのびわ 弦楽器 １面 全長99.6　最大幅41.5 2000年

6 北倉２８ 紅牙撥鏤撥 こうげばちるのばち 染め象牙の琵琶の撥 １枚 長20.0　最大幅5.7　厚0.1～0.4 2000年

7 南倉１１２ 甘竹簫 かんちくのしょう 管楽器 ２口
[其１] 現状幅22.5　管最長29.0、
[其2] 現状幅15.3　管最長23.5、
[楸木帯] 長29.7

2000年

8 南倉１１３ 鉄方響 てつのほうきょう 打楽器 ９枚 縦10.4～14.9　横4.5～5.0
厚0.4～0.6

2000年

9 南倉１２１ 持笠半臂 もちがさのはんぴ 板締め染めの袖の短い胴着 １領 丈101.5　幅78 1998年

10 南倉１４２ 錦襪 にしきのしとうず 錦の靴下 １両 丈25　底長27 1998年

11 北倉３７ 木画紫檀双六局 もくがしたんのすごろくきょく 双六盤 １具 縦54.3　横31.0　高16.7 1998年
12 北倉３７ 漆縁籧篨双六局龕 ぬりぶちきょじょのすごろくきょくのがん 双六盤のいれもの １合 縦65.5　横39.7　高33.7 1998年
13 北倉１８ 水精双六子 すいしょうのすごろくし 水精の双六の駒 ６枚 径1.3強～1.5　厚0.7～0.8 1998年（内5枚）

14 北倉１８ 黄瑠璃双六子 きるりのすごろくし ガラスの双六の駒 ６枚 径1.3～1.5　厚0.6～0.7 1998年（内5枚）

15 北倉１８ 藍色瑠璃双六子 あいいろるりのすごろくし ガラスの双六の駒 １枚 径1.4　厚0.7 1998年

16 北倉１８ 浅緑瑠璃双六子 あさみどりるりのすごろくし ガラスの双六の駒 ６枚 径1.4～1.5　厚0.7 1998年（内5枚）

17 北倉１８ 緑瑠璃双六子 みどりるりのすごろくし ガラスの双六の駒 ６枚 径1.4～1.5　厚0.7～0.8 1998年（内5枚）

18 北倉１８ 琥珀双六子 こはくのすごろくし 琥珀の双六の駒 ６枚 径1.2～1.4　厚0.6～0.8 1998年（内5枚）

19 北倉１８ 双六子箱 すごろくしのはこ 双六の駒の箱 １合 縦13.0　横21.7　高5.7 1998年

20 北倉１８ 双六頭 すごろくとう 象牙の双六のさいころ ６隻 一辺0.85～1.7 ○

1998年（内2隻）、
1986年（内2隻）、
1979年（内1隻）、
初出陳1隻

21 中倉１７３ 双六筒 すごろくのつつ さいころの振り筒 １口 径3.2　長8.5 2002年

22 北倉１８ 白碁子 しろのきし 碁石 ６枚 径1.4～1.5　厚0.7～0.9 1998年（内5枚）

23 北倉１８ 黒碁子 くろのきし 碁石 １枚 径1.5　厚0.7 1998年

24 北倉１６５ 斉衡三年雑財物実録 さいこうさんねんざつざいもつじつろく 宝物点検の記録 １巻 本紙縦28.6　全長403.2
軸長30.2

1999年

25 北倉１７４ 棚厨子 たなずし 収納棚 １脚 総高140.3　幅56.8　長239.0 1991年
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26 中倉７０ 瑠璃坏 るりのつき ガラスのさかづき １口 口径8.6　高11.2　重262.5 1994年

27 南倉７ 磁瓶 じへい 二彩の瓶 １口 口径18.7　胴径25.8　高42.0 2000年

28 北倉１４８ 丹 たん ガラスや釉薬の原料 ２裹 〔第21号〕重692.2
〔第95号〕重716.7

○

29 北倉１４９ 丹袋 たんのふくろ 丹の袋 １口 縦66.0　横34.5 ○

30 中倉１９３ 瑠璃玉原料 るりだまのげんりょう ガラス玉の原料 １括 1993年

31 中倉１８２ 雑色瑠璃 ざっしょくのるり 色ガラスのねじり玉 ２１枚 径0.5～2.1 1993年

32 中倉１８１ 碧瑠璃 へきのるり ガラスのかざり玉 ３枚 径2.5～3.7 1993年

33 中倉１８２ 雑色瑠璃 ざっしょくのるり 色ガラスのトンボ玉 １０枚 径0.5～2.1 1993年

34 中倉111・１１２ 碧瑠璃小尺・黄瑠璃小尺 へきるりのしょうしゃく・きるりのしょう
しゃく

ガラスの腰かざり 各１枚 〔碧〕長6.4　幅1.8　厚0.5
〔黄〕長6.9　幅1.9　厚0.4

1997年

35 中倉１１０ 斑犀小尺 はんさいのしょうしゃく 犀の角の腰かざり １枚 長5.9　幅1.4　厚0.3 2000年

36 中倉９３ 雑帯 ざったい 組みひもの帯 １条 長214.4　幅7.2 2000年

37 中倉１３１ 紫檀螺鈿把斑犀鞘金銀荘刀子
したんらでんのつかはんさいのさやきんぎ
んそうのとうす

小刀 １双

〔１〕全長23.0　把長10.2
鞘長15.0　身長10.4　茎長4.4
〔2〕全長22.5　把長10.1
鞘長15.2　身長10.3　茎長4.0

1996年

38 中倉１３１ 沈香把鞘金銀花鳥絵金銀珠玉荘刀子 じんこうのつかさやきんぎんかちょうえき
んぎんしゅぎょくそうのとうす

小刀 １口 全長27.7　把長11.8　鞘長20.3
身長13.0　茎長5.1

1990年

39 中倉１３１ 水角把沈香鞘金銀山水絵金銀珠玉荘刀子 すいかくのつかじんこうのさやきんぎんさ
んすいえきんぎんしゅぎょくそうのとうす

小刀 １口 全長25.1　把長11.5　鞘長19.4
身長12.1　茎長5.5

1992年（1997年・
東博：外装のみ）

40 南倉１８５ 紫地亀甲仏殿文錦 むらさきじきっこうぶつでんもんのにしき 建物文様の錦 ２片 〔大片〕縦47　横18.4
〔小片〕縦28　横18.4

2001年

41 南倉１８５ 紫地鳥獣連珠文錦 むらさきじちょうじゅうれんじゅもんの
にしき

鳥獣文様の錦 １片 縦46　横35.5 1991年

42 南倉１８０ 赤地鴛鴦唐草文錦大幡脚端飾 あかじおしどりからくさもんにしきのだい
ばんのきゃくたんかざり

幡の脚のかざり １枚 縦39.7　横46.3 2000年

43 北倉１８２ 紫地菱文綴錦 むらさきじひしもんつづれにしき 綴れ織りの裂 １片 長44.0 1996年

44 北倉１８２ 黄地花文夾纈絁 きじかもんきょうけちのあしぎぬ 板締め染めの裂 １片 縦50.0 ○

45 南倉１２９ 黄布袍 きのぬののほう 麻の上着 １領 縦126　幅199 1999年

46 中倉１５ 正倉院古文書正集　第十巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 天平二年大倭国正税帳・
大和国の決算報告書

１巻 縦28.0　16張 2001年

47 中倉１６ 続修正倉院古文書　第十五巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 官庁の食料等の請求書 １巻 縦28.2～30.3　9張 1983年

48 中倉１５ 正倉院古文書正集　第二十五巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 大宝二年御野国山方郡三井田里戸籍・
美濃国の戸籍

１巻 7張 1995年
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49 中倉１４ 東南院古文書　第三櫃第一巻 とうなんいんこもんじょ 東大寺領伊賀国玉瀧杣券・
伊賀国玉瀧杣の土地売買に関する書類

１巻 5張 1972年

50 中倉１８ 続修正倉院古文書別集　第四十七巻 ぞくしゅうしょうそういこもんじょ
べっしゅう

角勝麻呂定過徴物注文ほか １巻 16張 ○

51 中倉６７ 銅薫炉 どうのくんろ 球形の香炉 １合 径24.2 2002年

52 南倉２０ 金銅八曲長坏 こんどうのはっきょくちょうはい 花形のさかづき １口 長径19.9　短径9.3　高4.9
重459.5

1994年

53 南倉２２ 金銅小盤 こんどうのしょうばん 花形の脚付き皿 １枚 長径14.2　短径11.3　高4.0
重119.6

1999年

54 中倉１７７ 粉地彩絵几 ふんじさいえのき 献物用の台 １基 縦38.5　横45.0　高12.7 1985年

55 中倉１７７ 仮作黒柿長方几 げさくくろがきのちょうほうき 献物用の台 １基 縦33.0　横71.0　高10.5 1999年

56 中倉１４３ 密陀彩絵箱 みつださいえのはこ 献物箱 １合 縦30.0　横45.0　高21.4 1995年

57 南倉１７４ 紫檀金銀絵書几 したんきんぎんえのしょき 書見台 1基 総高58.0　幅76.0 1997年

58 中倉２０２ 書几残欠 しょきざんけつ 書見台の残欠 １括 ○

59 南倉５４ 紫檀小架 したんのしょうか 架け具 １基 高46.3　台長29.3 2001年

60 聖語蔵１－１ 賢劫経　巻第十一 けんごうきょう 隋経 １巻 14張 ○

61 聖語蔵3－4 仏説諫王経 ぶっせつかんのうぎょう 光明皇后御願経 １巻 5張 ○

62 聖語蔵4－1 大乗悲芬陀利経　巻第四 だいじょうひふんだりきょう 称徳天皇勅願経 １巻 縦27.5　29張 1975年

63 中倉２０ 続々修正倉院古文書　第二十二帙第五巻 ぞくぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 奉書一切経経師写経手実帳・
写経生の報告書

１巻 縦29.4　102張 1955年

64 聖語蔵４－１４５ 象腋経 ぞうえききょう 今更一部一切経 １巻 17張 ○
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