
第66回正倉院展　出陳宝物一覧 奈良国立博物館

出陳

番号
倉番号 名称 よみがな 略称 員数 初出陳 前回出陳年

1 南倉1 伎楽面　崑崙 ぎがくめん　こんろん 伎楽の面 1面 1989年

2 南倉124 崑崙布衫 こんろんのぬののさん 楽舞用の下着 1領 1961年

3 南倉124 崑崙襪 こんろんのしとうず 楽舞用のくつした 1隻 1961年

4 南倉124 崑崙裹 こんろんのつつみ 楽舞装束用の風呂敷 1張 1961年

5 南倉1 伎楽面　酔胡従 ぎがくめん　すいこじゅう 伎楽の面 1面 ○

6 南倉1 伎楽面　酔胡従 ぎがくめん　すいこじゅう 伎楽の面 1面 ○

7 南倉119 破陣楽接腰 はじんらくのせつよう 楽舞用の脚覆い 2隻 2002年

8 南倉119 破陣楽大刀 はじんらくのたち 楽舞用の大刀 1口 2002年

9 南倉125 桑木阮咸 くわのきのげんかん 弦楽器 1面 2002年

10 南倉125 深緑絁阮咸袋 ふかみどりあしぎぬのげんかんのふくろ 弦楽器の袋 1口 2002年

11 南倉125 細布袍 さいふのほう 楽舞用の上着 1領 1982年

12-1 南倉66 衲御礼履 のうのごらいり 儀式用の靴 1両
1999年

(2009年・東博)

12-2 南倉66 赤漆履箱 せきしつのくつばこ 靴の箱 1口 1999年

13 北倉39 漆塗鞘御杖刀 うるしぬりのさやのごじょうとう 仕込み杖 1口 1994年

14 北倉44 鳥毛立女屛風　第2・4・5・6扇 とりげりつじょのびょうぶ 鳥毛貼りの屛風 4扇 1999年

15 中倉17 続修正倉院古文書後集　第43巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょこうしゅう
買新羅物解/新羅からの購入品について

記した上申書
1巻 1999年

16 北倉156 人勝残欠雑張　附 残片 じんしょうざんけつざっちょう　ざんぺん 新年の挨拶状 1張
1998年

(2009年・東博)

17 中倉34 梵網経 ぼんもうきょう 絵入りの表紙付きの経巻 1巻 1999年

18 中倉34 檜金銀絵経筒 ひのききんぎんえのきょうづつ 巻物の容れ物 1合 1999年

19-1 北倉48 紫檀木画挾軾 したんもくがのきょうしょく ひじつき 1基 2001年

19-2 北倉48 挾軾褥 きょうしょくのじょく ひじつきの覆い 1張 2001年

20 北倉24 白石鎮子（午・未） はくせきのちんす（うま・ひつじ） 大理石のレリーフ 1箇 1978年

21 北倉49 御床 ごしょう 寝台 1基 1989年

22 中倉202 御床畳　残欠 ごしょうのたたみ　ざんけつ 寝台用の畳 1括 1999年

23 南倉150 白橡地亀甲錦褥　残欠 しろつるばみじきっこうにしきのじょく　ざんけつ 寝台の敷物 1張 1999年

24 中倉1 梓弓 あずさゆみ 丸木の長弓 1張 2000年

25 中倉2 槻弓 つきゆみ 丸木の長弓 1張 (1976年・東博)

26 中倉3 鞆 とも 弓用の保護具 1口 1992年

27 中倉4 漆葛胡禄　附 箭 うるしかずらのころく　や 矢入れ 1具 ○
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28 中倉10 手鉾 てぼこ 鉾 1口
1957年

(1997年・東博)

29 中倉10 手鉾 てぼこ 鉾 1口 (1959年・東博)

30 中倉8 銅漆作大刀 どううるしづくりのたち 黒漆塗の大刀 1口
1990年

(1997年・東博)

31 中倉9 無荘刀 むそうとう 大刀の刀身 1口
1957年

(1997年・東博)

32 中倉8 黄金荘大刀 おうごんそうのたち 金飾りの大刀 1口
1984年

(1997年・東博)

33 南倉70 鳥獣花背円鏡 ちょうじゅうかはいのえんきょう 海獣葡萄鏡 1面 1987年

34 南倉70 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 1合 1987年

35 南倉70 鳥獣花背方鏡 ちょうじゅうかはいのほうきょう 海獣葡萄鏡 1面 2004年

36 南倉70 漆皮箱 しっぴばこ 鏡の箱 1合 2004年

37 中倉14
東大寺開田地図

田野地図）

とうだいじかいでんちず

（えっちゅうのくにいみずぐんくぼたのちず）
東大寺の荘園の地図 1張 1999年

38 中倉14 東南院古文書　第3櫃第28巻 とうなんいんこもんじょ
天平宝字三年越中国諸郡荘園惣券第一／

東大寺の荘園の開墾状況を記した文書
1巻 2001年

39 中倉14 東大寺封戸処分勅書 とうだいじふこしょぶんちょくしょ 封戸の使途区分を定めた勅書 1巻 2001年

40 中倉15 正倉院古文書正集　第15巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう

天平二年伊賀国正税帳・神亀六年志摩国

輸庸帳・天平二・六年尾張国正税帳／伊

賀国・志摩国・尾張国の財政関係の報告

書

1巻 2002年

41 中倉15 正倉院古文書正集　第41巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう
大宝二年豊前国上三毛郡塔里・加自久也

里戸籍／豊前国の戸籍
1巻 2000年

2 平成26年7月25日



第66回正倉院展　出陳宝物一覧 奈良国立博物館

出陳

番号
倉番号 名称 よみがな 略称 員数 初出陳 前回出陳年

42 中倉15 正倉院古文書正集　第3巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう
天平十七年宮内省移他／官庁の食料等の

請求書
1巻 1995年

43 中倉16 続修正倉院古文書　第37巻 ぞくしゅうしょうそういんこもんじょ
天平宝字六年造石山院所労劇文案/石山

寺造営時の考課に関する文書
1巻 1973年

44 中倉20 続々修正倉院古文書　第3帙第10巻 ぞくぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 太師家牒ほか/経巻の貸借に関する文書 1巻 ○

45 中倉138 金銀平脱皮箱 きんぎんへいだつのかわばこ 献物箱 1合 1998年

46 中倉147 檳榔木画箱 びんろうもくがのはこ 献物箱 1合 2000年

47 南倉145 緑地錦碁局覆 みどりじにしきのききょくのおおい 覆い裂 1口 1991年

48 中倉143 密陀彩絵箱　附 金銅鏁子 みつださいえのはこ　こんどうのさす 献物箱 1合 1999年

49 南倉174 漆四合香箱　残欠 うるしよんごうのこうばこ　ざんけつ 四つ組みの箱 1口 1997年

50 南倉150 暈繝錦几褥 うんげんにしきのきじょく 献物用の台の覆い 1張 1986年

51 中倉177 粉地木理絵長方几　附 白橡綾几褥 ふんじもくりえのちょうほうき　しろつるばみあやのきじょく 献物用の台 1基 2003年

52 中倉177 金銀絵長花形几 きんぎんえのちょうはながたき 献物用の台 1基 2003年

53 南倉53 銅三鈷 どうのさんこ 銅製の仏具 1口 1997年

54 南倉157 雑玉幡　残欠 ざつぎょくのばん　ざんけつ 玉繋ぎの編みものの残欠 1面 1994年

55 中倉46 吹絵紙 ふきえがみ 吹絵を施した紙 2張 2003年

56 中倉69 白瑠璃瓶 はくるりのへい ガラスの水さし 1口 1998年

57 聖語蔵2-6 四分律　巻第18 しぶんりつ 唐経 1巻 ○

58 聖語蔵3-108 摂大乗論釈論　巻第8 しょうだいじょうろんしゃくろん 光明皇后御願経 1巻 ○

59 聖語蔵4-30 浄飯王般涅槃経 じょうぼんのうはつねはんぎょう 奈良朝写経 1巻 1987年
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