
第71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 法量　（寸法＝㎝　重量＝ｇ） 初出陳 前回出陳年

1 北倉2 赤漆文欟木御厨子 せきしつぶんかんぼくのおんずし ケヤキの厨子 1基 総高100.0　幅83.7　奥行40.6 1998年（東博2009年）

2 北倉13 紅牙撥鏤尺 こうげばちるのしゃく 染め象牙のものさし 1枚 長30.3　幅3.0　厚1.0 2006年

3 北倉14 緑牙撥鏤尺 りょくげばちるのしゃく 染め象牙のものさし 1枚 長29.8　幅2.5　厚0.9 2000年

4 北倉1 七條刺納樹皮色袈裟 しちじょうしのうじゅひしょくのけさ 刺縫いの袈裟 1領 縦145　幅262 1987年

5 北倉161
天平宝字二年十月一日献物帳

藤原公真跡屏風帳

てんぴょうにねんじゅうがつついたちけんもつちょう

ふじわらこうしんせきびょうぶちょう
屏風の献納目録 1巻 本紙縦28.8　全長85.5　軸長31.3 1997年

6 北倉26 金銀平文琴 きんぎんひょうもんきん 金銀飾りの琴 1張 全長114.5　額の幅16.0　尾の幅13.0 1999年

7 北倉44 鳥毛立女屏風 とりげりつじょのびょうぶ 鳥毛貼りの屏風 6扇

［第1扇］長135.9　幅56.2

［第2扇］長136.2　幅56.2

［第3扇］長135.8　幅56.0

［第4扇］長136.2　幅56.2

［第5扇］長136.2　幅56.5

［第6扇］長136.1　幅56.4

第1・3扇＝1999年

（東博2014年）、

第2・4・5・6扇＝2014年

8 南倉67 赤漆欟木胡床 せきしつかんぼくのこしょう ケヤキの椅子 1脚 床縦68.5　横78.5　高42.5 2004年

9 南倉70 金銀山水八卦背八角鏡 きんぎんさんすいはっけはいのはっかくきょう 銀貼りの鏡 1面 径40.7　縁厚1.2　重7483 2006年

10 南倉70 八角高麗錦箱 はっかくこまにしきのはこ 錦貼りの鏡箱 1合 長径45.0　高3.7 2006年

11 北倉157 礼服御冠残欠 らいふくおんかんむりざんけつ 冠の残片 1括 葛形裁文　横13.5　鳳凰形裁文　縦9.7 2002年

12 北倉157 赤漆八角小櫃 せきしつはっかくのしょうき 冠の箱 1合 短径55.5　高49.0 2002年

13 北倉157 冠架 かんむりかけ 冠の架台 1基 台縦30.6　横30.4　矢竹長43.5 2002年

14 北倉157 赤漆六角小櫃 せきしつろっかくのしょうき 冠の箱 1合 短径50.5　高46.4 2002年

15 北倉157 冠架 かんむりかけ 冠の架台 1基 縦32.5　横31.3　高27.6 2002年

16ー1 南倉66 衲御礼履 のうのごらいり 儀式用のくつ 1両 長31.5　爪先幅14.5　高12.5 2014年

16ー2 南倉66 赤漆履箱 せきしつのくつばこ くつの箱 1合 縦49.6　横44.5　高23.3 2014年

17 南倉96 袈裟付木蘭染羅衣 けさつきもくらんぞめらのころも 羅の上着 1領 丈106　幅210 2002年

18 中倉88 紺玉帯残欠 こんぎょくのおびざんけつ 玉飾りの革帯 1条
現存長156　幅3.3　巡方縦3.1

横3.6　丸鞆縦2.3　横3.3
1999年（東博2009年）

19 中倉88 螺鈿箱 らでんのはこ 紺玉帯の箱 1合 径25.8　高8.4 1999年（東博2009年）

20 南倉174 仮山残欠 かざんざんけつ 山形のかざり 1座 幅87.0　奥行45.0 1952年

21 中倉177 粉地彩絵八角几 ふんじさいえのはっかくき 献物用の台 1基 径41.0　高9.3 1995年（東博2009年）

22 南倉52 紫檀金鈿柄香炉 したんきんでんのえごうろ 柄付きの香炉 1柄 長39.5　高7.6　炉口径11.0 2007年

23 南倉163 金銅鳳形裁文 こんどうのおおとりがたさいもん 鳳凰形のかざり 1枚 長78.5　厚0.25 1999年（東博2010年）

24 南倉162 金銅雲花形裁文 こんどうのくもはながたさいもん 雲花形のかざり 1枚 最長43.5　厚0.35 1999年（東博2010年）

25 南倉164 金銅鎮鐸 こんどうのちんたく 鐘形の風鈴 1口 身高16.0　口径10.5　風招幅19.5 ○

26 南倉164 金銅鎮鐸 こんどうのちんたく 鐘形の風鈴 1口 身高17.1　口径8.4　風招幅21.1 ○

27ー1 南倉1 伎楽面　師子 ぎがくめん　しし 伎楽の面 1面 縦30.0　横32.2　奥行44.8 2010年

27ー2 伎楽面　師子　復元模造 ぎがくめん　しし　ふくげんもぞう 1面 縦30.0　横32.2　奥行44.8　重5140 2010年
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28 中倉166 漆胡樽 しっこそん 革袋形の水入れ 1双 長92.0 2010年

29 南倉18 金銀花盤 きんぎんのかばん 花形の脚付き皿 1基 径61.5　高13.2　重4496.2 2009年

30 南倉79 子日手辛鋤 ねのひのてからすき 儀式用の鋤 1口 全長130.0　鋤金幅11.8 1989年

31 南倉75 子日目利箒 ねのひのめときのほうき 儀式用の箒 1柄 長65.0　把径3.9 2009年

32 南倉76 粉地彩絵倚几 ふんじさいえのいき 儀式用の箒の台 1基 高29.1　台長径31.0　台短径26.6 2009年

33 南倉148 黄絁 きあしぎぬ 税として納められた平絹 1帖 長1783　幅56 2010年

34 中倉15 正倉院古文書正集　第四十三巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう
筑後国・薩摩国の決算報告書、

豊後国の戸籍
1巻 （14張） 1994年（九博2005年）

35 中倉15 正倉院古文書正集　第一巻 しょうそういんこもんじょせいしゅう 官庁の食料等の請求書 1巻 （18張） 2003年

36 中倉18 続修正倉院古文書別集　第四十八巻 ぞくしゅしょうそういこもんじょべっしゅう 鏡背文様の下絵・人物戯画ほか 1巻 （13張） 1999年

37 北倉174 棚厨子 たなずし 宝物の収納棚 1基 幅55.1　長187.0　総高154.3 2001年

38 北倉183 古櫃 こき 宝物の収納容器 1合 縦69.0　横103.0　総高50.5 ○

39 中倉20 続々修正倉院古文書　第十二帙　第四巻 ぞくぞくしゅうしょうそういんこもんじょ 文書箱の開検目録 1巻 （3張） 2003年

40 聖語蔵2－1 大乗大集地蔵十輪経 だいじょうだいしゅうじぞうじゅうりんぎょう 唐経 1巻 （43張） 1978年

41 聖語蔵3－81 四分律　巻第二十三 しぶんりつ 光明皇后御願経 1巻 （22張） ○

2 令和元年8月8日


