
１章　阿弖川下荘の仏教文化―安楽寺の文化財を中心に―

番号 資　　　　料 員　数 時　　　代 所　　蔵 指定
1 安楽寺多宝小塔　　　　　 １基　 南北朝時代（14世紀）　　 安楽寺　 重文

2 大日如来坐像　　　　　　 １軀　 平安時代（11世紀）　　　 安楽寺

3 安楽寺扁額　　　　　　　 １面　 南北朝時代（14世紀）　　 安楽寺　

4 阿弥陀如来坐像　　　　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 安楽寺　 町指定

5 観音菩薩立像　　　　　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 安楽寺

6 四天王立像　　　　　　　 4軀　
平安時代・室町時代
（12世紀・15～16世紀）

安楽寺

7 薬師如来坐像（※）　　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 安楽寺　 町指定

8 日光菩薩立像（※）　　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 安楽寺　 町指定

9 仏涅槃図　　　　　　　　 １幅　 正徳３年（1713）　　　　 安楽寺　 町指定

10 弘法大師像　　　　　　　 １幅　 天明４年（1784）　　　　 安楽寺　 町指定

11 熊野観心十界曼荼羅絵馬 ２面　 慶応２年（1866）　 安楽寺　 町指定

12 大般若経　   　　　　　 ２帖　 平安時代（11世紀）　　　 安楽寺　 県指定

13 鰐口　　　　　　　　　　 １口　 応永７年（1400）　　　　 安楽寺　 県指定

14 鰐口　　　　　　　　　　 １口　 天文10年（1541）　　　　 中原区（阿弥陀堂）　 県指定

15 鰐口　　　　　　　　　　 １口　 応永４年（1397）　　　　 明王寺　 県指定

16 白山三所権現本地仏坐像（※）　 ３軀　 平安時代（12世紀） 明王寺　 町指定

２章　阿弖川上荘の仏教文化―日光社の信仰圏を中心に―

番号 資　　　　料 員　数 時　　　代 所　　蔵 指定
17 日光社参詣曼荼羅　　　　 １幅　 室町時代（16世紀）　　　 個人　　 県指定

18 鰐口　　　　　　　　　　 １口　 享徳４年（1455）　　　　 個人　　 町指定

19 牛玉宝印・宝珠版木　　　 １面・１顆　 天正９年（1581）　 薬王寺　

20 観音菩薩立像（※）　　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 下湯川観音堂

21 阿弥陀如来坐像　　　　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 下湯川観音堂

22 二天立像　　　　　　　　 ２軀 平安時代（11世紀）　　　 下湯川観音堂

23 僧形坐像　　　　　　　　 １軀　 室町時代（15世紀）　　　 下湯川観音堂

24 牛玉宝印・宝珠版木　　　 １面・１顆　 天正８年（1580）　 下湯川観音堂

25 第一義法勝経　　　　　　 １巻　 鎌倉時代（13世紀）　　　 牛蓮寺　 町指定

26 破損仏群　　　　　　　　 ３軀　 平安時代（12世紀） 　　 牛蓮寺

27 熊野観心十界曼荼羅・仏涅槃図・阿弥陀来迎図　 ３幅　 江戸時代（17～18世紀） 牛蓮寺

28 鰐口　　　　　　　　　　 １口　 応永10年（1403）　　　　 牛蓮寺　 県指定

29 菩薩形立像　　　　　　　 １軀　
三国～高麗時代ごろか
（7～14世紀）

松葉観音堂 町指定

30 鰐口　　　　　　　　　　 １口　 貞和３年（1347）　　　　 三田区（浄安寺）　 県指定

31 馬頭観音坐像　　　　　　 １軀　 鎌倉時代（14世紀）　　　 西原観音堂

32 阿弥陀如来坐像（※）　　 １軀　 平安時代（10世紀）　　　 雨錫寺阿弥陀堂　 町指定

33 持国天立像（※）　　　　 １軀　 平安時代（11世紀）　　　 徳善寺　 町指定
　
３章　生石ヶ峰・堂鳴海山の仏教文化―法福寺の仏像群―

番号 資　　　　料 員　数 時　　　代 所　　蔵 指定
34 観音菩薩立像　　　　　　 １軀　 平安時代（10世紀）　　　 法福寺　 町指定

35 地蔵菩薩立像　　　　　　 １軀　 平安時代（10世紀）　　　 法福寺　 町指定

36 吉祥天立像　　　　　　　 １軀　 平安時代（9～10世紀）　　 法福寺　 町指定

37 虚空蔵菩薩立像　　　　　 １軀　 平安時代（10～11世紀）　 法福寺　 町指定

38 二天立像　　　　　　　　 ２軀 平安時代（11世紀）　　　 法福寺　 町指定

39 地蔵菩薩立像　　　　　　 １軀　 平安時代（11世紀）　　　 法福寺　 町指定

40 千手観音立像（※）　　　 １軀　 平安時代（11世紀）　　　 法福寺　 町指定

41 菩薩形立像　　　　　　　 １軀　 平安時代（11～12世紀）　 法福寺　 町指定

42 毘沙門天立像　　　　　　 １軀　 平安時代（11～12世紀）　 法福寺　 町指定

43 広目天立像　　　　　　　 １軀　 室町時代（15世紀）　　　 法福寺　 町指定

44 阿弥陀如来及び二十五菩薩像（※） 26軀　
平安・鎌倉・江戸時代
（10～18世紀）

法福寺 県指定

44-1 大威徳王菩薩立像　　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 法福寺 県指定

44-2 金剛蔵菩薩坐像　　　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 法福寺 県指定

45 阿弥陀如来坐像（※）　　 １軀　 平安時代（12世紀）　　　 法福寺　 町指定

46 二天立像　　　　　　　　 ２軀 平安時代（12世紀）　　　 法福寺 町指定

47 大般若経　　　　　　　　 ２帖　 平安時代（12世紀） 法福寺 町指定

※名称に（※）を付した資料については、写真パネルでの展示となる。
※指定のうち、重文は重要文化財、県指定は和歌山県指定文化財、町指定は有田川町指定文化財を示す。

企画展「有田川中流域の仏教文化―重要文化財・安楽寺多宝小塔修理完成記念―」出陳資料一覧


	Sheet1

