
NO. 資料名 指定 数量 時代 年記 法量 材質 所蔵者

1 普門寺旧境内　採集遺物 一括 平安時代 10～16世紀 陶器 豊橋市教育委員会
2 灰釉陶器（元々堂址） 一括 平安時代 10・11世紀 陶器 豊橋市教育委員会
3 石製丸鞆（銙帯）（元々堂址） １点 平安時代 10・11世紀 長さ3.2、幅2.6 石（粘板岩） 豊橋市教育委員会

4
漆の付着した灰釉陶器・須恵器
（元々堂址）

一括 平安時代 10・11世紀 陶器 豊橋市教育委員会

5 瑞花花枝文鏡（元々堂址） １枚 平安時代 ９世紀 復元径18.6 陶器 豊橋市教育委員会
6 埋納遺構出土陶器 一括 鎌倉時代 13世紀 陶器 豊橋市教育委員会
7 中世瓦 一括 鎌倉時代 13・14世紀 瓦 豊橋市教育委員会
8 渥美湖西・大甕 １点 平安時代 12世紀 残存高46.9 陶器 豊橋市教育委員会
9 常滑・甕 １点 戦国時代 15世紀 残存高38.4 陶器 豊橋市教育委員会
10 山茶碗（元堂址） 一括 平安・鎌倉時代 12・13世紀 陶器 豊橋市教育委員会
11 墨書土器（元堂址） 一括 平安・鎌倉時代 12・13世紀 陶器 豊橋市教育委員会

12 船形木製品（パネル） １点 平安・鎌倉時代 13・13世紀 残存長15.1 木
原資料・豊橋市教育委
員会

13 織豊期の瓦 一括 安土桃山時代 16世紀 瓦 豊橋市教育委員会
14 「佛」刻書陶器（薬師岩） １点 鎌倉時代 13世紀 口径12.8、器高6.1 陶器 豊橋市教育委員会
15 水瓶 １点 平安時代 12世紀 口径10.5、器高27.6 陶器 普門寺
16 陶硯 １点 平安時代 12世紀 長さ10.8、幅8.6 陶器 個人

17 平治二年銘梵鐘（パネル） １口 平安時代 12世紀 高さ92.4、口径53.0 青銅
現資料：袋井市教育委
員会

18 灰釉陶器・碗 ３点 平安時代 10・11世紀
口径11.0～12.0、器高
3.0～4.0

陶器 湖西市教育委員会

19 灰釉陶器・二重高台碗 １点 平安時代 10・11世紀 口径10.4、器高4.5 陶器 湖西市教育委員会

20 灰釉陶器・托 ３点 平安時代 10・11世紀
口径最大11.9、器高最大
3.5

陶器 湖西市教育委員会

21 灰釉陶器・多口瓶 １点 平安時代 10・11世紀 器高20.0 陶器 湖西市教育委員会
22 灰釉陶器・高坏 １点 平安時代 10・11世紀 口径12.0、器高8.2 陶器 湖西市教育委員会
23 灰釉陶器・「寺」刻書碗 ２点 平安時代 10・11世紀 底径6.5 陶器 湖西市教育委員会

24 埋納遺構出土土師器 一括 平安時代 10・11世紀
小瓶口径最大5.8、器高
最大9.4

土師器 湖西市教育委員会

25 緑釉陶器・鉢 １点 平安時代 10・11世紀 口径34.5、器高12.0 陶器 湖西市教育委員会
26 緑釉陶器・香炉 １点 平安時代 10・11世紀 高径10.0、器高6.3 陶器 湖西市教育委員会
27 緑釉陶器・碗 ２点 平安時代 10・11世紀 口径11.8、器高4.0 陶器 湖西市教育委員会
28 灰釉陶器・墨書土器 一括 平安時代 10・11世紀 陶器 湖西市教育委員会
29 刀形木製品 １点 平安時代 10・11世紀 全長64.0 木 湖西市教育委員会
30 剣形木製品 １点 平安時代 10・11世紀 全長46.5 木 湖西市教育委員会
31 木製弓 １点 平安時代 10・11世紀 全長57.0 木 湖西市教育委員会
32 大型水槽 １点 平安時代 10・11世紀 全長135.0 木 湖西市教育委員会
33 幢竿支柱 １点 平安時代 10・11世紀 全長62.0 木 湖西市教育委員会
34 中世陶器・長頸壺 １点 平安時代 12世紀 口径10.0、器高22.0 陶器 湖西市教育委員会
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第１章　普門寺旧境内の「発見」（第１展示室）

１）国境の山寺跡－普門寺旧境内

２）幻の山寺－大知波峠廃寺

３）未来にたくす祈り－普門寺経塚
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35 銅製経筒 重文 １基 平安時代 久寿３（1156） 総高23.5、蓋径13.5 青銅 普門寺
36 瑞花双鳥鏡 重文 １枚 平安時代 12世紀 背面径10.6 青銅 普門寺

37 陶製経容器・同蓋 １点 平安時代 12世紀
経容器口径19.8、器高
29.4　蓋径27.8、器高
11.5

陶器 普門寺

38 陶製経容器 １点 平安時代 12世紀 口径23.5、器高25.6 陶器 普門寺
39 銅製経筒 １基 平安時代 久寿２（1155） 口径10.6、身高22.8 青銅 豊橋市美術博物館

40 銅製経筒（パネル） １基 平安時代 久寿３（1156） 口径10.6、身高22.6 青銅
原資料：北鎌倉古民家
ミュージアム

41 陶製経容器（出土地不詳） １点 平安時代 12世紀 陶器 豊橋市教育委員会
42 瓦経（出土地不詳） ２店 平安時代 12世紀 陶器 豊橋市教育委員会
43 陶製経容器（伝茶臼山） １点 平安時代 12世紀 陶器 新城市教育委員会

44
陶製経容器（砥鹿神社境内経
塚）

２点 平安時代 12世紀 最大器高36.0 陶器 砥鹿神社

45 刀子（砥鹿神社境内経塚） １点 平安時代 12世紀 全長21.0 鉄 砥鹿神社
46 土師器皿（砥鹿神社境内経塚） ６点 平安時代 12世紀 口径12.0、器高2.4前後 土師器 砥鹿神社

47
｢僧」墨書山茶碗（砥鹿神社境内
経塚）

１点 鎌倉時代 13世紀 底径7.9 陶器 砥鹿神社

48
鳳来寺鏡岩下遺跡出土品（パネ
ル）

一括 平安時代 12世紀 陶器
原資料：鳳来寺（新城
市教育委員会保管）

49 陶製経容器（稲木経塚） ２点 平安時代 12世紀
最大口径16.2、最大高
25.0

陶器 千郷小学校（新城市）

50 陶製経容器（天白磐座遺跡） １点 平安時代 12世紀
経容器口径23.6、器高
37.6

陶器 浜松市

NO. 資料名 指定 数量 時代 年記 法量 材質 所蔵者

51 僧永意起請木札 １枚 平安時代 永暦２(1661) 縦31.8、横116.0 木 普門寺
52 僧永意起請木札写 １通 江戸時代 延宝７(1679) 紙本 普門寺
53 普門寺四至注文写木札 １枚 鎌倉時代 正中２(1325) 縦17.5、横107.5 木 普門寺
54 普門寺四至注文写 １通 南北朝時代 応安元(1368) 紙本 普門寺
55 本尊等造立木札 １枚 戦国時代 天文11（1542） 縦17.5、横107.5 木 普門寺

56 龍神宮社殿造立棟札・奉加札 １枚 江戸時代 正徳４(1714) 木 普門寺
57 龍神宮社殿造立奉加札 １枚 江戸時代 正徳４(1714) 木 普門寺
58 客殿造立棟札 １枚 江戸時代 享保18(1733) 木 普門寺
59 宝庫造立棟札 １枚 江戸時代 文化13(1816) 木 普門寺
60 地蔵堂再建棟札 １枚 江戸時代 嘉永５(1852) 木 普門寺
61 鹿嶋宮造立棟札 １枚 室町時代 応永33(1426) 木 鹿島神社
62 鹿嶋宮造立棟札 １枚 室町時代 文明９(1477) 木 鹿島神社

63 三界万霊供養木札 １枚 南北朝時代 暦応元(1338) 縦159.5、横29.9 木 普門寺

64
三河国渥美郡船形山普門密寺略
図版木

１面 江戸時代 安政元(1854) 総縦35.3、総横52.7 木 普門寺

65 同上摺本 １枚 江戸時代 紙本 普門寺

第２章　普門寺文書の世界Ⅰ－木札の世界－（第２展示室）

１）掲げられた寺法

２）棟札の世界

３）さまざまな木札
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NO. 資料名 指定 数量 時代 年記 法量 材質 所蔵者

66 大般若経巻第366 １巻 平安時代 大治２(1127) 紙本 普門寺

67 大般若経巻第535（船形寺書写） ２巻 室町時代 応永３（1396）
紙本 石巻神社（豊橋市美術

博物館寄託）

68
大般若経巻第350（ﾛ紇哩岡寺書
写）

２巻 室町時代 応永２（1395）
紙本 石巻神社（豊橋市美術

博物館寄託）
69 黄檗版大般若経 ６巻 江戸時代 紙本 普門寺

70 普門寺梧桐岡院縁起 １巻 戦国時代 天文３(1534) 紙本 普門寺

71
普門寺梧桐岡院縁起（近世写
本）

１巻 江戸時代
紙本

普門寺

72 参州船形山普門寺略縁起 １巻 江戸時代 享保17(1732) 紙本 普門寺
73 船形山開基以来代々忌日記 １巻 江戸時代～近代 紙本 普門寺

74 聖如意輪観自在菩薩念誦次第 １通 鎌倉時代 嘉禄元(1225) 紙本 普門寺
75 四座講式 ４巻 戦国時代 永禄２(1559) 紙本 普門寺
76 三宝院伝法灌頂聞書・庭儀作法 ５帖 戦国時代 永禄８(1565) 紙本 普門寺
77 印信 １通 戦国時代 永正７(1510） 紙本 普門寺

78 今川義元判物 １通 戦国時代 天文18(1549) 紙本 普門寺
79 今川義元判物 １通 戦国時代 天文18(1549) 紙本 普門寺
80 今川義元判物 １通 戦国時代 天文24(1555) 紙本 普門寺
81 今川氏真判物 １通 戦国時代 永禄４(1561) 紙本 普門寺
82 今川氏真朱印状写 １通 戦国時代 永禄４(1561) 紙本 普門寺
83 徳川家康判物 １通 戦国時代 永禄12(1569) 紙本 普門寺
84 酒井忠次制札 １通 安土桃山時代 天正13(1585) 紙本 普門寺
85 近藤定秀・賀藤光成連署書状 １通 安土桃山時代 紙本 普門寺
86 普門寺境内指図 １枚 江戸時代 寛政３(1791) 紙本 普門寺

NO. 資料名 指定 数量 時代 年記 法量 材質 所蔵者

87 木造聖観音立像（本尊） １驅 平安時代 10～11世紀 像高97.0 木 普門寺
88 木造菩薩形 １驅 平安時代 10～11世紀 像高55.4 木 普門寺

89 木造伝釈迦如来坐像 重文 １驅 平安時代 12世紀 像高139.0 木 普門寺
90 木造阿弥陀如来坐像（パネル） 現品・重文 １驅 平安時代 12世紀 像高140.6 木 原像：普門寺

91
木造四天王立像
（伝持国天像を除く）

重文 ３驅 平安時代 12世紀 像高最大178.7 木 普門寺

92 木造不動明王二童子立像 県指定 ３驅 平安時代 12世紀 像高最大163.5 木 普門寺
93 木造薬師如来坐像 重文 １驅 平安時代 12世紀 像高130.0 木 林光寺

94 木造宝冠阿弥陀如来坐像 県指定 １駆 鎌倉時代 12世紀 像高87.5 木 財賀寺
95 木造阿弥陀如来坐像 市指定 １駆 鎌倉時代 13世紀 像高69.1 木 普門寺
96 木造愛染明王坐像 重文 １駆 鎌倉時代 13世紀 像高103.1 木 赤岩寺

第３章　普門寺文書の世界Ⅱ－文書と聖経－（第３展示室）

１）大般若経の世界

２）縁起の世界

３）伝えられた聖経

４）寺院と社会

第４章　普門寺と国境の仏教文化（第４展示室）

１）普門寺本尊の再検討

２）平安時代後期のほとけ

３）鎌倉仏と三河七御堂
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97 木造地蔵菩薩立像 １駆 鎌倉時代 13世紀 像高77.0 木 十輪寺
98 木造十二神将立像（パネル） 12駆 鎌倉時代 13世紀 像高平均54.5 木 林光寺
99 木造阿弥陀如来坐像（パネル） １駆 鎌倉時代 13世紀 像高107.2 木 原像：長泉寺
100 木造左右脇侍立像（パネル） ２駆 鎌倉時代 13世紀 像高116.1・114.4 木 原像：長泉寺

101 金剛杵 県指定 ３基 平安時代 11・12世紀 金銅・銅 赤岩寺
102 絹本刺繍阿弥陀三尊種子 市指定 １幅 南北朝～室町時代 14・15世紀 縦89、横36.5 絹本刺繍着彩 赤岩寺
103 釈迦十六善神画像 １幅 室町時代 15世紀 縦116.4、横67.2 絹本着彩 赤岩寺
104 不動明王画像 １幅 鎌倉時代か 13世紀か 縦90、横39 絹本着彩 赤岩寺
105 毘沙門天画像 １幅 室町時代 15世紀 縦77.5、横35 絹本着彩 赤岩寺
106 地蔵菩薩画像 １幅 室町時代 15世紀 縦96.5、横40.2 絹本着彩 赤岩寺
107 春日赤童子画像 １幅 室町時代 15世紀 縦88.7、横34.4 絹本着彩 赤岩寺
108 三宝荒神画図 １幅 室町時代 15世紀 縦74.3、横34.6 絹本着彩 赤岩寺
109 鉄製釣燈籠 １基 戦国時代 弘治３(1557) 総高25.0、笠径25.0 鉄 普門寺
110 銅製六器 ２口 戦国末～江戸初 総高3.8、口径10.2 銅 普門寺
111 金銅製透彫蓮華文華鬘 ３面 江戸時代 貞享２(1685) 縦29.7、横33.0 金銅 普門寺
112 金銅製如意 １柄 江戸時代 総長42.5、掌部横16.0 金銅 普門寺

NO. 資料名 指定 数量 時代 年記 法量 材質 所蔵者

113 伊奈忠次判物 １通 江戸時代 慶長７(1602) 紙本 普門寺
114 徳川家康朱印状写 １通 江戸時代 慶長８(1603) 紙本 普門寺
115 東三河渥美郡雲谷村田方検地帳 １冊 江戸時代 寛永６(1629) 紙本 普門寺
116 東三河渥美郡雲谷村畑検地帳 １冊 江戸時代 寛永６(1629) 紙本 普門寺
117 三河雲之谷村船形寺田畑検地帳 １冊 江戸時代 寛永12ヵ(1635) 紙本 普門寺
118 不動堂造立棟札 １枚 江戸時代 寛文４(1664) 木 普門寺
119 仁王門垂木 １本 江戸時代 寛文８(1668) 木 普門寺

120 普門寺由緒等書上 １通 江戸時代 寛文５(1665) 紙本 普門寺
121 琵琶（銘・小々波） １面 江戸時代 寛文７(1667) 木ほか 普門寺
122 籏鉾原不足高拝領地之事 １通 江戸時代 延宝３(1675) 紙本 普門寺
123 寺領籏鉾原指図 １通 江戸時代 紙本 普門寺
124 黄檗版『大般若経』巻103 １巻 江戸時代 紙本 普門寺
125 白山妙理大権現社殿造営棟札 １枚 江戸時代 貞享４(1687) 木 大脇白山神社（二川宿

本陣資料館寄託）

126 四分律七仏教誡註解 １冊 江戸時代 延宝８(1680) 紙本 普門寺
127 阿字観私 １冊 戦国時代 天文23(1554) 紙本 普門寺
128 加行法度条々 １冊 江戸時代 延宝８(1680) 紙本 普門寺
129 十王像造立木札銘写 １通 江戸時代 天和２(1682) 紙本 普門寺
130 鹿嶋大明神社殿造営棟札 １枚 江戸時代 延宝４(1676) 木 鹿嶋神社

131 本堂再興棟札 １枚 江戸時代 元禄６(1693) 木 普門寺
132 本堂并玉殿造立木札 １枚 江戸時代 元禄６(1693) 木 普門寺
133 『三河国刪補松』 ２冊 江戸時代 安永４(1775) 紙本 豊橋市中央図書館

４）近世普門寺の確立

４）国境の密教美術群

第５章　普門寺の再生－僧・昶深の近世復興事業（第５展示室）

１）普門寺復興の胎動

２）普門寺ルネサンス

３）寺と村の成熟
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