
№ 指定 作品名称 員数 分野 材質 法量（cm） 制作年代 所蔵者 備考 展示予定期間

1 宝満宮扁額 1 歴史 木造漆塗金箔 縦130、横106 江戸時代・嘉永7年（1854） 竈門神社 左大臣近衛基煕筆、勅額師佐竹重成制
作の旧額が焼失したため、博多の額師
佐田湛澄が公命により新造

11月13日～12月20日

2 竈門三神坐像 3 彫刻 木造彩色 玉依姫・高30.5
神功皇后・高29.9
応神天皇・高35.3

桃山時代・16世紀 竈門神社 11月13日～12月20日

3 福岡県指定文化財 獅子・狛犬 2 彫刻 木造彩色 阿形・高87.5
吽形・高86.5

室町時代・15世紀 竈門神社 福岡県指定彫刻32、「永禅作者」銘あ
り

11月13日～12月20日

4 竈門山宝満大菩薩記 1 歴史 紙本墨書 縦16.2、横13.5、全長
81.1

鎌倉時代・13～14世紀 称名寺 剣阿手沢本 11月13日～12月20日

5 竈門山宝満宮伝記 1 歴史 紙本墨書 縦24.4、横17.4 江戸時代・文化10年（1813） 福岡市博物館 11月13日～12月20日
6 竈門山宝満宮縁起 1 歴史 紙本墨書 縦25、横19 江戸時代・延享4年（1747） 山家宝満宮 11月13日～12月20日
7 竈門山旧記 1 歴史 紙本墨書 縦26.5、横19.7 江戸時代・18～19世紀 竈門神社 11月13日～12月20日

8 滑石製有孔円板 1 考古 滑石製 最大長5.2 奈良時代・8世紀 個人蔵 宝満山上宮地区採集 11月13日～12月20日
9 皇朝銭 22 考古 銅製 神功開宝・直径2.7 奈良時代～平安時代・8～9世紀 個人蔵 宝満山上宮地区採集 11月13日～12月20日
10 土師器鉢 1 考古 土製 直径26.6、高13 奈良時代～平安時代・8世紀後半～

9世紀
個人蔵 太宰府市辛野遺跡出土 11月13日～12月20日

11 製塩土器 2 考古 土製 煎熬土器・直径16.5、
高14
焼塩土器・直径13、高8

奈良時代～平安時代・8世紀後半～
9世紀

個人蔵 太宰府市辛野遺跡出土 11月13日～12月20日

12 墨書土器 5 考古 土製 「神」銘墨書土器 ・直
径15.7

奈良時代～平安時代・8世紀後半～
9世紀

個人蔵 辛野遺跡出土、神、豊、寺、□識、蕃 11月13日～12月20日

13 土師器坏・須恵器坏 2 考古 土製 いずれも直径12.2 平安時代・9世紀 竈門神社 太宰府市大字内山字辛野採集 11月13日～12月20日
14 鬼瓦片（都府楼系） 2 考古 土 大破片・残存長21.5、

残存幅13
奈良時代～平安時代・8世紀 竈門神社 宝満山下宮地区採集 11月13日～12月20日

15 重要文化財 大宰府牒 1 書跡 紙本墨書 縦29、横79.3（大宰府
牒部分）

平安時代・承平7年（937） 石清水八幡宮 石清水文書（田中家文書）
桐6の12

11月13日～12月20日

16 重要文化財 円仁入唐求法目録 1 書跡 紙本墨書 縦26.4、横470 平安時代・嘉保2年（1095） 京都国立博物館 11月13日～12月6日
17 重要文化財 智証大師伝 1 書跡 紙本墨書 縦29.5、全長1235.3 平安時代・12世紀 東京国立博物館 12月8日～12月20日
18 重要文化財 銅製経筒 1 考古 銅製 高26.6 平安時代・12世紀 文化庁 太宰府市宝満山経塚（A経塚）出土 11月13日～12月20日
19 重要文化財 金銅菩薩立像 1 考古 銅製鍍金 高20.4 平安時代・8～9世紀 文化庁 太宰府市宝満山経塚（A経塚）出土 11月13日～12月20日
20 瓔珞付銅製経筒 1 考古 銅製 高28.4 平安時代・天永元年（1110） 個人蔵 筑紫野市宝満山経塚（B経塚）出土 11月13日～12月20日
21 菩薩形立像 1 考古 銅鋳造鍍金 高10.5 奈良時代・8世紀 太宰府市教育委員会 太宰府市内山南谷出土 11月13日～12月20日

22 懸仏および付属品 17 考古 銅製鍍金 十一面観音像・高9.1 室町時代・14～15世紀 個人蔵 宝満山上宮地区採集 11月13日～12月20日
23 中国銭 15 考古 銅製 崇寧通宝・直径3.4 中国唐～明時代・7～15世紀 個人蔵 宝満山上宮地区採集 11月13日～12月20日
24 褐釉陶双耳付水注 1 考古 陶製 高18、直径12 中国北宋～南宋時代・12～13世紀 妙香庵 宝満山辛野（九重ヶ原）地区出土 11月13日～12月20日
25 陶製長銅壺 1 考古 陶製 高22、直径12 中国南宋時代・13世紀 妙香庵 宝満山辛野（九重ヶ原）地区出土 11月13日～12月20日
26 白磁四耳壺 1 考古 磁器 残存高22.4、肩部最大

径18.6、台径8.3
中国元～明時代・14世紀 個人蔵 宝満山南谷地区採集 11月13日～12月20日

27 両巻疏知礼記 2 歴史 紙本墨書 上巻・縦25.5、横17
下巻・縦26、横16

鎌倉時代・正応2年（1289） 西教寺 有智山明光坊唐本を書写 11月13日～12月20日

28 獅子 1 彫刻 石造 現存高22.5 中国明時代カ・15～16世紀 竈門神社 11月13日～12月20日
29 重要文化財 薩藩旧記前編巻18 1 歴史 紙本墨書 縦25.5　横17.6 江戸時代～明治時代・19世紀 東京大学史料編纂所 建武3年（1336）3月日付小河季久軍

忠状写
11月13日～12月20日

30 重要文化財 上井覚兼日記 1 歴史 紙本墨書 縦26.4　横16.6 桃山時代・天正13年（1585） 東京大学史料編纂所 天正13年9月29日条 12月8日～12月20日
31 重要文化財 薩藩旧記後編巻17 1 歴史 紙本墨書 縦24.6　横16.7 江戸時代～明治時代・19世紀 東京大学史料編纂所 勝部兵右衛門聞書天正14年7月6日条 11月13日～12月6日

32 福岡県指定文化財 宝満山絵図（東図） 1 歴史 紙本著色 東図縦81、横139 江戸時代・17世紀 福岡県立美術館 11月13日～12月20日
33 筑前国続風土記附録巻10 1 歴史 紙本墨書・著

色
縦27、横20 江戸時代・寛政10年（1798）カ 平岡邦幸 11月13日～12月6日

34 筑前名所図会巻4 1 歴史 紙本木版 縦26.4、横18.4 江戸時代・文政4年（1821） 福岡市博物館 奥村玉蘭筆 12月8日～12月20日
35 鎮西竈門山入峯伝記 1 歴史 紙本墨書 縦26.5、横18.3 江戸時代・天保12年（1841） 永福院 竃門山南坊文書1 11月13日～12月20日
36 葛城峯中金剛界記 1 歴史 紙本墨書 縦16.3、横20.5 江戸時代・文化9年（1812） 永福院 竃門山南坊文書13 11月13日～11月23日
37 金剛界記 獅子流 1 歴史 紙本墨書 縦17.5、横21.5 江戸時代・寛政12年（1800） 永福院 竃門山南坊文書6 11月25日～12月6日
38 峯中金剛界記 1 歴史 紙本墨書 縦14.5、横21.6 江戸時代・天保7年（1836） 永福院 竃門山南坊文書23 12月8日～12月20日
39 葛城峯中胎蔵界記 1 歴史 紙本墨書 縦16.5、横21.2 江戸時代・文化9年（1812） 永福院 竃門山南坊文書14 11月13日～11月23日
40 胎蔵界記 獅子流 1 歴史 紙本墨書 縦17.0、横21.5 江戸時代・文化2年（1805） 永福院 竃門山南坊文書7 11月25日～12月6日
41 峯中胎蔵界記 1 歴史 紙本墨書 縦15.0、横21.6 江戸時代・天保7年（1836） 永福院 竃門山南坊文書22 12月8日～12月20日
42 大巡行法 1 歴史 紙本墨書 縦12.5、横16.6 江戸時代・天保8年（1837） 永福院 竃門山南坊文書26 11月13日～12月6日
43 華供作法 1 歴史 紙本墨書 縦13.3、横17.2 江戸時代・天治元年（1864） 永福院 竃門山南坊文書35 12月8日～12月20日
44 採灯大護摩供次第 1 歴史 紙本墨書 縦20.3、横25.8 江戸時代・19世紀カ 永福院 竃門山南坊文書43 11月13日～11月23日
45 息災護摩次第 1 歴史 紙本墨書 縦16.9、横28.0 江戸時代・19世紀カ 永福院 竃門山南坊文書48 12月8日～12月20日
46 十八道 1 歴史 紙本墨書 縦16.3、横27.3 江戸時代・19世紀カ 永福院 竃門山南坊文書45 11月25日～12月6日
47 明和四丁亥歳宝満派入峯絵巻 1 歴史 紙本著色 縦25.9、全長625 江戸時代・明和4年（1767） 大佛大圓寺 11月13日～12月6日
48 宝満修験道葛城入峯之図 1 歴史 紙本著色 本紙縦28.7、全長

410.6
江戸時代・文化9年（1812）以降 竈門神社 12月8日～12月20日

49 法螺貝 1 歴史 巻貝（法螺）
製 木造（吹口
部）

全長50 江戸時代・17～18世紀カ 本行院 11月13日～12月20日

50 丙子竈嶽詩稿 1 歴史 紙本墨書 縦37.2、横25.0 江戸時代・元禄9年（1696） 竈門神社 貝原益軒ほか筆 11月13日～12月20日
51 銅鏡「水鏡」 1 民俗 銅製 直径36.5、外縁1.5～

1.7、鏡厚0.3
中国元時代末期・14世紀 竈門神社 11月13日～12月6日

52 水鏡秘呪（包紙のみ） 1 歴史 紙本墨書 縦29.8、横36.5 江戸時代・19世紀カ 永福院 竃門山南坊文書58 11月13日～12月6日
53 福岡県指定文化財 銅鏡「聖母宮」 1 民俗 銅製 直径45.7、厚0.8 江戸時代・寛永18年（1641） 竈門神社 福岡県指定有形民俗45 12月8日～12月20日
54 福岡県指定文化財 銅鏡「八幡宮」 1 民俗 銅製 直径44.9、厚0.85 江戸時代・寛永18年（1641） 竈門神社 福岡県指定有形民俗45 12月8日～12月20日
55 銅鏡「寛文十二年」銘（「キ

リーク」鏡）
1 民俗 銅製 直径36.2、外縁0.9、鏡

厚0.3
江戸時代・寛文12年（1674） 竈門神社 黒田光之寄進 11月13日～12月6日
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