
番号 指定 名　　　　　　　　称 員数 時代 番号 指定 名　　　　　　　　称 員数 時代

1 ○ 熱田神宮古絵図(残闕) 11枚 室町 34 ◎ 木造舞楽面 陵王 1面 鎌倉

2 ○ 「熱田太神宮」神号　－後水尾天皇宸筆－ 1幅 江戸 35 木造舞楽面 陵王 1面 江戸

3 ◎ 日本書紀　附 寄進状 1巻 南北朝 36 ◎ 木造舞楽面 納曽利 2面 平安

4 花鳥図屛風　－渡辺清筆－ 6曲1隻 江戸 37 木造舞楽面 納曽利 2面 江戸

5 桐鳳凰図屛風 6曲1双 江戸 38 ◎ 木造舞楽面 抜頭 1面 平安

6 舞楽之図　－渡辺清筆－ 1巻 江戸 39 木造舞楽面 抜頭 1面 現代

7 藤原師長像　－渡辺清筆－ 1幅 江戸 40 ◎ 木造舞楽面 還城楽 1面 平安

8 尾張浜主　－松岡映丘筆－ 1幅 現代 41 木造舞楽面 還城楽 1面 現代

9 霊剣図　－猪飼嘯谷筆－ 1幅 現代 42 木造舞楽面 散手 1面 江戸

10 日本武尊御東征之図　－小山榮達筆－ 1幅 現代 43 ◎ 木造舞楽面 貴德 1面 平安

11 ◎ 太刀 銘 則国 1口 鎌倉 44 木造舞楽面 貴德 1面 江戸

12 ⦿ 短刀 銘 来国俊/正和五年十一月日 1口 鎌倉 45 ◎ 木造舞楽面 二ノ舞(咲) 1面 平安

13 ◎ 太刀 銘
了戎 嘉元三年三月日

　　　  山城国住人九郎左
1口 鎌倉 46 ◎ 木造舞楽面 二ノ舞(腫) 1面 平安

14 ○ 脇指 銘 吉光/亀王丸(号 蜘蛛切丸) 1口 鎌倉 47 ◎ 木造舞楽面 崑崙八仙 1面 平安

15 ○ 脇指 無銘(痣丸) 1口 鎌倉 48 ◎ 彩絵檜扇(古神宝類) 2握 室町

16 ◎ 脇指 銘 長谷部国信 1口 南北朝 49 ◎ 襪　白繁菱文固綾織(古神宝類) 1双 室町

17 ○ 剣 無銘(真鍮包鞘三鈷柄剣拵) 1口 室町 50 ◎ 錦包挿鞋(古神宝類) 1双 室町

18 ◎ 脇指  銘 (葵紋)奉納尾州熱田大明神…康継 1口 江戸 51 ◎ 黒漆菊亀甲蒔絵冠箱(古神宝類) 1合 室町

19 ◎ 金銅鶴丸文兵庫鎖太刀 1口 鎌倉 52 ◎ 黒漆平胡籙(古神宝類) 1腰 室町

20 ○ 瑞花双鳳文八稜鏡 1面 平安 53 御冠(貞享神宝類) 1頭 江戸

21 ○ 瑞花双鸞文八稜鏡 1面 平安 54 錦包挿鞋(貞享神宝類) 1双 江戸

22 ○ 瑞花唐草双鳥文五花鏡 1面 平安 55 紺綾御衣(明治以降神宝類) 1領 現代

23 ○ 鳥獣花文鏡 1面 平安 56 錦御襪(明治以降神宝類) 1双 現代

24 ○ 双竜雲文鏡 1面 元(中国) 57 錦御履(明治以降神宝類) 1双 現代

25 蓬莱鏡 1面 室町 58 ◎ 菊蒔絵手箱 1合 室町

26 蓬莱鏡 1面 室町 59 ○ 鼉太鼓 1基 鎌倉

27 蓬莱鏡 1面 室町 60 ○ 鐃鈸 1揃 鎌倉

28 ◎ 松竹双鶴文円鏡　　桐鳳凰蒔絵鏡箱 1面1合 室町 61 ○ 荷太鼓 1基 室町

29 ◎ 松竹双鶴文八稜鏡　　蓬莱蒔絵鏡箱 1面1合 室町 62 ○ 尺八 1管 室町

30 ◎ 松竹双鶴文八稜鏡　　蓬莱蒔絵鏡箱 1面1合 室町 63 ○ 大鈴 1口 室町

31 蓬莱鏡 1面 江戸 64 楽琵琶 伝 銘 白菊写 1面 江戸

32 蓬莱柄鏡 1面 江戸 65 鵄尾琴 1張 江戸

33 亀背梅柄鏡 1面 江戸 66 神楽笛 1管 現代
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