
滋賀県の指定文化財目録（工芸品）

国宝（工芸品） 令和５年(2023年)3月17日現在

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
M33.4.7 宝相華蒔絵経箱 １合 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
T15.4.19 金銅経箱　叡山横川如法堂埋納 １合 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
S39.5.26 七条刺納袈裟

刺納衣
　　（伝教大師将来）

１領
１領

延暦寺 大津市　坂本本町 隋

S12.5.25 金銀鍍透彫華篭 １６枚 神照寺
[琵琶湖文化館寄託
(２枚)]

長浜市　新庄寺町 平安～鎌倉

重要文化財（工芸品）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
H25.6.19 葛川明王院御正体

一、不動明王及二童子像
　　　　内四面の各裏面に明徳三年、明徳四年、
　　　　応永三年、応永十三年の墨書銘、一面の
　　　　表に応永二年の刻銘がある
一、宝塔
　　　　裏面に文安四年の墨書銘がある
　附　御正体　５面
　　　　内一面の裏面に明徳四年の墨書銘がある

５面

１面

明王院 大津市　葛川坊村町 室町
　明徳３～文安４

S39.5.26 尾長鳥繍縁花文錦打敷
　裏面に「延慶三年庚戌六月八日」の墨書銘があ
　る

１枚 延暦寺 大津市　坂本本町 鎌倉　延慶３

S39.5.26 金銀鍍水瓶 １口 弘法寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉
M33.4.7 日吉山王金銅装神輿 ７基 日吉大社 大津市　坂本五丁目 桃山・江戸
S39.1.28 石燈籠 １基 西教寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉
S43.4.25 鰐口

　浄福寺金口、文永十年十一月日の銘がある
１口 西教寺 大津市　坂本五丁目 鎌倉　文永10

S50.6.12 梵鐘 １口 西教寺 大津市　坂本五丁目 平安
M33.4.7 推朱香盆 １枚 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 元
S30.6.22 犀角如意 １柄 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 平安
S34.6.27 鋳銅三具足

　附　木箱　１合
　　　蓋裏及身底に天正十五年丁亥十一月寄進の
　　　墨書銘がある

１具 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 明

S39.5.26 銅水瓶
　附底裏に「建治丙子八月一日」の刻銘がある

１口 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 鎌倉　建治２

H23.6.27 山王曼荼羅舎利厨子 １基 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 室町
M33.4.7 銅鐘　　太平年間銘 １口 園城寺 大津市　園城寺町 高麗
S32.2.19 梵鐘 １口 園城寺 大津市　園城寺町 奈良
S51.6.5 金銅孔雀文磬 １面 園城寺 大津市　園城寺町 平安
S37.6.21 石燈篭 １基 関蝉丸神社 大津市　逢坂一丁目 鎌倉
S24.5.30 四宮祭鯉山飾毛綴 １枚 太間町竜門会 大津市　中央二丁目 １６世紀
S24.5.30 四宮祭月宮殿山飾毛綴

　附　譲渡文書（文化四年九月八日）
１枚 上京町月宮会 大津市　京町一丁目 １６世紀

S32.2.19 梵鐘 １口 石山寺 大津市　石山寺一丁目 平安
S37.6.21 石燈篭

　文永七年庚午五月七日造立之の刻銘がある
１基 建部大社 大津市　神領一丁目 鎌倉　文永７

T11.4.13 太刀　銘国宗（二代）
　附　井伊直忠寄進状　　　　　１通

１口 彦根市 彦根市　元町 鎌倉

S34.6.27 太刀　銘国宗（伯耆） １口 彦根市 彦根市　元町 鎌倉
S62.6.6 我宿蒔絵硯箱 １合 彦根市 彦根市　元町 室町
S24.5.30 長浜祭鳳凰山飾毛綴

　附　鍍金飾金具　　　　　　　　　　　１６個
　売上文書（文化十四年三月）　　　　　　１通
　売上文書（文化十四年三月八日）　　　　１通

１枚 鳳凰山組 長浜市　元浜町 １６世紀

S24.5.30 長浜祭翁山飾毛綴　附鍍金飾金具　　　　１６個
　附　鍍金飾金具　　　　　　　　　　　１６個

１枚 翁山組 長浜市　元浜町 １６世紀

S12.5.25 金銅透彫華鬘
　附　木箱（嘉吉元年ノ墨書アリ）二合及麻袋
　（文明十三年ノ墨書アリ）十枚

１１枚 神照寺
[琵琶湖文化館寄託(1
枚)]

長浜市　新庄寺町 室町

M33.4.7 刺繍普賢十羅刹女図額 １面 宝厳寺 長浜市　早崎町 南北朝
M33.4.7 刺繍弥陀三尊来迎図額 １面 宝厳寺 長浜市　早崎町 鎌倉
M45.2.8 毛抜形太刀　無銘（伝藤原秀郷奉納）

　附　梨子地桐紋蒔絵鞘
１口 宝厳寺 長浜市　早崎町 平安

S52.6.11 銅水瓶
　弘安十一年三月下旬の刻銘がある

１口 宝厳寺 長浜市　早崎町 鎌倉

S51.6.5 孔雀文磬
　弘長三年癸亥三月十日の刻銘がある

１面 小谷寺
[琵琶湖文化館寄託]

長浜市　湖北町伊部 鎌倉

T12.8.4 髹漆神輿
　応永十一年三月十七日造ノ銘アリ

１基 飯開神社 長浜市　湖北町延勝寺 室町　応永11

T15.4.19 銅鐘
　寛喜三年三月四日鋳之ノ銘アリ

１口 日吉神社 長浜市　高月町井口 鎌倉　寛喜３

S55.6.6 刺繍種子幡 １４旒 石道寺 長浜市　木之本町石道 室町
T11.4.13 銅鏡　獅子牡丹蝶鳥文様

　　　嘉吉二年七月六日ノ針書銘アリ
１面 浄信寺 長浜市　木之本町木之本 鎌倉

T15.4.19 銅鐘
　建治三年五月八日所鋳ノ銘アリ

１口 菅山寺 長浜市　余呉町坂口 鎌倉　建治3

S56.6.9 菊花螺鈿鞍
黒漆鞍
黒漆鐙

１背
１背
１双

大嶋神社・奥津嶋神
社
[琵琶湖文化館寄託]

近江八幡市　北津田町 平安～鎌倉

S56.6.9 金銅透彫華鬘
　　寛元元年七月廿日の刻銘がある
　附　金銅透彫華鬘　５面

１面 長命寺
[琵琶湖文化館寄託]

近江八幡市　長命寺町 鎌倉

S50.6.12 梵鐘 １口 善徳寺 近江八幡市 安土町常楽寺 平安
M44.8.9 厨子入銅製舎利塔 １基 浄厳院

[琵琶湖文化館寄託]
近江八幡市 安土町常楽寺 室町

T9.4.15 鉄鐔　永楽銭据紋銀象眼（伝織田信長所用）
　　　織田能登守信門寄附

１箇 摠見寺 近江八幡市 安土町下豊浦 室町
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滋賀県の指定文化財目録（工芸品）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S37.2.2 石燈籠

　「正応四年辛卯三月日、僧永□敬白」の刻銘が
　ある

１基 三大神社 草津市　志那町 鎌倉　正応４

S28.11.14 曜変天目茶碗 １口 公益財団法人
秀明文化財団

甲賀市　信楽町田代 南宋

S31.6.28 白絹包腹巻
　附　鍍銀篭手金具　　　　　　　　　　１隻
　　　鍍銀臑当　　　　　　　　　　　　１双
　　　茜威喉輪　　　　　　　　　　　　１掛
　　　白生絹袷小袖　　　　　　　　　　１領
　　　萌黄地白茶格子生絹袷小袖　　　　１隻
　　　緂帯　　    　　　　　　　　　　１条
　　　唐櫃　　　　　　　　　　　　　　１合
　　　　蓋裏に観応二年九月四日の墨書がある

１具 兵主神社 野洲市　五条 南北朝　観応2

M44.4.17 錫杖 １柄 常楽寺 湖南市　西寺六丁目 平安
S39.1.28 石燈籠

　応永十三年丙戌六月日刻銘がある
１基 常楽寺 湖南市　西寺六丁目 室町　応永13

H7.6.15 金銅飯食器
銅飲食器
　　（脚欠）
金銅火舎

１口
１口

１口

常楽寺 湖南市　西寺六丁目 平安

S37.2.2 石燈籠
　火袋に「延慶二二年辛亥卯月十八日造立之、願主
　沙門僧聖円」の刻銘がある

１基 河桁御河辺神社 東近江市　神田町 鎌倉　延慶４

S59.6.6 能装束　紅地花唐草入菱繋文唐織
　附　白地草花色紙散文繍箔肩裾　　　１領

１領 八幡神社 東近江市　政所町川東 桃山

M33.4.7 紺紙金泥妙法蓮華経入黒漆蒔絵函 １合 百済寺
[琵琶湖文化館寄託]

東近江市　百済寺町 室町

S28.3.31 金銅唐草文磬 １面 百済寺
[琵琶湖文化館寄託]

東近江市　百済寺町 平安

S51.6.5 ばっ子
銅鑼
　各に建長八年丙辰八月日の刻銘がある

１対
１口

百済寺 東近江市　百済寺町 鎌倉

S37.6.21 石燈籠
　奉造立燈爐、正和□年乙□三月三日、大勧進盛□
　の刻銘がある

１基 高木神社 東近江市　蒲生岡本町 鎌倉　正和４

S34.12.18 金銅雲形孔雀文磬
　「民安寺」の針書がある

１面 成菩提院 米原市　柏原 鎌倉

T6.4.5 銅鐘
　　弘安七年十月十七日ノ銘アリ

１口 蓮華寺 米原市　番場 鎌倉　弘安７

S56.6.9 鰐口
　弘安六年十月十八日大工西善の刻銘がある

１口 松尾寺 米原市　上丹生 鎌倉

S37.6.21 石燈籠
　応永廿八辛丑八月八日願主敬白の刻銘がある

１基 鏡神社 竜王町　鏡 室町　応永28

S50.6.12 梵鐘 １口 竜王寺 竜王町　川守 奈良
T14.4.24 銅磬　孔雀文様 １面 金剛輪寺

[琵琶湖文化館寄託]
愛荘町　松尾寺 鎌倉

H20.7.10 金銅蓮華唐草文透彫華鬘 ３面 金剛輪寺
[琵琶湖文化館寄託
(１面)]

愛荘町　松尾寺 鎌倉

S43.4.25 錦幡　赤地蓮花蝶文
　附　芯紙　　　　　３枚
　　　　永享七年十月十七日の墨書がある

５旒 西明寺 甲良町　池寺 室町　永享７

T11.4.13 銅製五輪塔　内ニ水晶舎利塔アリ
　　　　　　底ニ建久九年十二月重源施入ノ銘アリ
　附　紙本墨書寄進状　１巻
　　　建久九年十二月十九日大和尚花押（重源）ト
　　　アリ

１基 胡宮神社 多賀町　敏満寺 鎌倉　建久９

重要美術品（工芸品） ＊重要美術品については、県文化財保護課が把握している分のみ掲載。

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S18.10.1 香炉釜

　伊勢山田常明寺香爐永正三年八月日大工葦屋行信
　ノ銘アリ

１口 個人 大津市　坂本本町 室町

S16.4.9 石造燈籠 １基 西教寺 大津市　坂本五丁目
S15.2.23 刀

　銘肥前国忠吉
１口 個人 長浜市　元浜町

S15.2.23 銅製三足香炉　底裏ニ永正十八年四月下旬ノ刻銘アリ １口 宝厳寺 長浜市　早崎町 室町
S23.4.27 木造厨子 １基 個人 近江八幡市　小田町 鎌倉
S23.4.27 石造燈籠 １基 高野神社 栗東市　高野 鎌倉
S9.5.18 革箙

　附　黒漆矢　　　　　６隻
１口 兵主神社 野洲市　五条 鎌倉

S9.5.18 錦包箙
　底裏ニ大永四年卯月廿七日作之ノ墨書アリ
　　附　黒漆矢　　　　６隻

１口 兵主神社 野洲市　五条 室町

S17.5.30 梓弓　中央ニテ折損本弭金具欠 １張 兵主神社 野洲市　五条 室町
S17.5.30 伏竹弓 １張 兵主神社 野洲市　五条 室町
S17.5.30 黒漆弓 １張 兵主神社 野洲市　五条 室町
S17.5.30 木造唐鞍神馬　口取添 １頭 兵主神社 野洲市　五条 鎌倉
S17.5.30 木造神馬 １頭 兵主神社

[琵琶湖文化館寄託]
野洲市　五条 鎌倉

S23.4.29 石造燈籠 １基 宗泉寺 野洲市　妙光寺 鎌倉

S17.5.30 漆塗日の丸盆 １個
公益財団法人
秀明文化財団

甲賀市　信楽町田代

S13.10.22 木造伎楽面　迦楼羅 １面（4面のうち)
公益財団法人
秀明文化財団

甲賀市　信楽町田代

S17.12.16 金銅仏具類
　灑水器
　塗香器
　六　器

１口
１口
１口(6口のうち）

公益財団法人
秀明文化財団

甲賀市　信楽町田代

S16.4.9 石造燈篭
　貞治四年乙巳十二月八日ノ刻銘アリ

１基 八王子神社 湖南市　菩提寺 南北朝　貞治4
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滋賀県の指定文化財目録（工芸品）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S17.12.16 石造燈籠 １基 馬見岡綿向神社 日野町　村井 鎌倉
S17.12.16 石造燈籠

　火袋に「応安二己酉十月願主□□」の刻銘がある
１基 妙楽寺 日野町　川原 南北朝　応安２

S17.12.16 石造燈籠 １基 諸木神社 日野町　北脇 鎌倉
S14.9.6 太刀

　銘　一助則
１口 個人 日野町　鎌掛 鎌倉

S23.4.27 太刀　備前助村 １口 個人 愛荘町　沓掛 平安

県指定有形文化財（工芸品）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
H2.3.24 信楽　　矢筈口水指 １口 滋賀県

[琵琶湖文化館]
大津市　京町四丁目 桃山

S40.8.9 金銅八角形釣燈籠
　底裏に「葛川明王院御前灯呂大永六年九月日作
　者安冶」の刻銘がある

１基 地主神社
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　葛川坊村町 室町

S34.2.10 梵鐘
　貞治二年十月十四日の刻銘がある

１口 明王院 大津市　葛川坊村町 南北朝 貞治２

H18.3.17 銅鉢
　建武二年乙亥三月廿三、願主覚実の刻銘がある

１口 明王院
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　葛川坊村町 南北朝 建武２

S57.3.31 梵鐘
　正応三年十月の刻銘がある

１口 正源寺 大津市　真野五丁目 鎌倉　正応３

S38.8.21 木造厨子 １基 延暦寺 大津市　坂本本町 室町
H9.3.31 金銅独鈷杵 １口 延暦寺 大津市　坂本本町 平安
H26.1.17 花卉鳥獣文刺繡打敷

　元和二年、長谷川左兵衛尉藤広寄進の転写銘が
　ある

２枚 西教寺 大津市　坂本五丁目 明

H9.3.31 銅独鈷杵 １口 聖衆来迎寺 大津市　比叡辻二丁目 平安
S34.2.10 梵鐘

　慶長七年四月廿一日、大工杉本家次の刻銘があ
　る

１口 園城寺 大津市　園城寺町 桃山

S59.3.30 鰐口（所在水観寺） １口 園城寺
[琵琶湖文化館寄託]

大津市　園城寺町 鎌倉

H27.3.24 彦根藩井伊家伝来具足
　附　附属品

２５領 彦根市 彦根市　元町 桃山～江戸

H20.7.23 刺繍阿弥陀三尊来迎図 １幅 唯稱寺 彦根市　大堀町 室町
H27.12.18 金銅十一面観音不動毘沙門懸仏

　裏面に石道寺、応安元年等の墨書銘がある
１面 長浜市 長浜市　八幡東町 南北朝　応安元

H5.3.31 黒漆塗紺糸威胴丸
　附　頭形兜一頭および籠手一双

１領 長浜市 長浜市　八幡東町 室町

S49.3.11 梅樹双雀文鏡 １面 長浜八幡宮 長浜市　宮前町 南北朝
S53.3.17 能装束

　紅地扇面散文様唐織能装束　　　　　　　１領
　縹淡茶段松皮菱牡丹輪宝文様唐織能装束　１領

２領 長浜八幡宮
[琵琶湖文化館寄託]

長浜市　宮前町 江戸

R5.3.17 太鼓
太鼓台
　文安元年、永尾護国寺等の墨書銘がある

１口
１基

長浜八幡宮 長浜市　宮前町 室町　文安元

S46.3.31 素文磬 １面 舎那院 長浜市　宮前町 平安
H29.3.23 金銅透彫幡 金銅龍頭二頭付

　附　木箱　　　　　　　　　　　　１合
　　　　永正十四年丁丑卯月廿八日の墨書銘があ
　　　　る

２旒 舎那院 長浜市　宮前町 室町　永正14

S48.3.31 梵鐘
　貞治二年六月の刻銘がある

１口 真宗大谷派本願寺別
院大通寺

長浜市　元浜町 南北朝

S56.4.24 草花文片面磬 １面 総持寺
[琵琶湖文化館寄託]

長浜市　宮司町 平安

H2.3.31 鉄入峰斧
　大吉寺行者講中、宗延作、明応三年三月日の刻
　銘がある

１口 個人 長浜市　南小足町 室町

S47.4.1 木造彩色阿字華鬘 ４枚 醍醐寺 長浜市　醍醐町 鎌倉
S47.4.1 法具類

　輪宝羯磨文説相筥
　　文亀三年の墨書がある
　羯磨
　羯磨台
　輪宝
　錫杖
　四橛
　孔雀文銅磬
　五鈷杵

１双

４口
４口
１口
１口
４本
１面
１口

醍醐寺 長浜市　醍醐町 室町

S34.2.10 梵鐘
　嘉慶元年十月九日の銘がある

１口 上許曽神社 長浜市　高山町 南北朝

S34.2.10 梵鐘
　弘安三年十月二十三日大工河内助安の刻銘なら
　びに明応二年の刻銘がある

１口 本誓寺 長浜市　香花寺町 鎌倉

S56.4.24 梵鐘 １口 長命寺 近江八幡市　長命寺町 鎌倉　寛元元
S34.2.10 梵鐘

　弘安四年八月十七日の刻銘ならびに明徳二年、
　明治三年の追銘がある

１口 覚永寺 近江八幡市　赤尾町 鎌倉　弘安４

S56.4.24 鰐口
　永仁七年己亥二月廿日の刻銘がある

１口 蜊江神社
[琵琶湖文化館寄託]

守山市　笠原町 鎌倉　永仁７

H20.7.23 銅水瓶
　寛正六年の刻銘がある

１口 己爾乃神社
[琵琶湖文化館寄託]

守山市　洲本町 室町　寛正６

H21.11.25 銅鐘
　奉寄進東般若院、応永二十六年霜月等の刻銘が
　ある

１口 下新川神社
[琵琶湖文化館寄託]

守山市　幸津川町 室町　応永２６

R1.12.24 黒漆金銅装蔓柏文鞍 １背 五百井神社 栗東市　下戸山 鎌倉
R3.2.16 銅独鈷杵

銅五鈷杵
１口
１口

金勝寺
[琵琶湖文化館寄託]

栗東市　荒張 鎌倉

S54.3.30 飯道神社懸仏
　附　関係遺品　　７０点

１,０３８点 飯道神社
[琵琶湖文化館寄託]

甲賀市　信楽町宮町 平安～江戸

H23.3.24 鰐口
　天正十八年、洛陽三条与二郎等の刻銘がある

１口 兵主神社 野洲市　五条 桃山　天正18
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滋賀県の指定文化財目録（工芸品）

指定年月日 名　称 員　数 所有者 所有者所在地 時代・年代
S32.8.26 木造相撲人形　力士　２

　　　　　　　行司　１
１組 御上神社

[琵琶湖文化館寄託]
野洲市　三上 鎌倉

H25.3.19 黒漆磬架
　横木に栗本楽音寺、文正二天丁亥二月日等の刻
　銘がある

１基 長寿寺 湖南市　東寺五丁目 室町　文正２

S59.3.30 鰐口
　元亨二年壬戌十一月一日の刻銘がある

１口 正福寺
[琵琶湖文化館寄託]

湖南市　正福寺 鎌倉　元亨２

H24.3.19 梵鐘
　応安元年戊申八月一日の刻銘がある

１口 願乗寺 米原市　下多良 南北朝 応安元

S34.2.10 梵鐘
　弘安六年十月の刻銘がある

１口 日撫神社 米原市　顔戸 鎌倉

H19.6.1 鰐口
　元亨元年辛酉九月七日の刻銘がある

１口 安部居区
[琵琶湖文化館寄託]

日野町　安部居 鎌倉　元亨元

S34.2.10 梵鐘
　乾元二年四月十五日大工河内助安の刻銘がある

１口 金剛輪寺 愛荘町　松尾寺 鎌倉

S32.8.26 鍍金孔雀文説相筥 １口 西明寺 甲良町　池寺 平安
S59.3.30 金銅密教法具

　　火舎
　　六器（台皿６口）
　　羯磨
　　独鈷鈴
　　宝珠鈴
　　塔鈴
　　独鈷杵
　　三鈷杵
　　宝珠杵

１口
７口
３口
１口
１口
１口
１口
１口
１口

西明寺
[琵琶湖文化館寄託]

甲良町　池寺 鎌倉

S59.3.30 唐櫃
　観応元年庚寅十月八日の刻銘がある

２合 西明寺
[琵琶湖文化館寄託]

甲良町　池寺 南北朝

S59.3.30 金銅錫杖頭 １柄 西明寺
[琵琶湖文化館寄託]

甲良町　池寺 平安

R4.3.11 銅孔雀文磬
　法花堂の刻銘がある

１面 西明寺
[琵琶湖文化館寄託]

甲良町　池寺 鎌倉

S61.3.28 梵鐘
　天文廿四年九月廿日の刻銘がある

１口 多賀大社 多賀町　多賀 室町

H3.3.30 大太刀
　　銘　多賀大社御剱　濃州大野郡清水住人壽命作
　　　　寛永十二年乙亥二月吉日
 附 金梨子地葵巴紋衛府太刀拵および葵紋蒔絵太刀
　　箱

１口 多賀大社 多賀町　多賀 江戸

H3.3.30 大太刀
　　銘　山田宮御剱　濃州大野郡清水住岩捲氏信
　　　　寛永十二年乙亥二月吉日
　附　金梨子地葵巴紋衛府太刀拵

１口 多賀大社 多賀町　多賀 江戸

H10.6.19 鉄黒漆塗二十八間筋兜 １頭 多賀大社 多賀町　多賀 南北朝～室町
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