
指定文化財目録

番号 区分 指定年月日 名          称 員数 所在地域

1 国宝 昭27.2.29
太刀　銘　信房作

　　　附　糸巻太刀拵
１口 鶴岡

2 国宝 昭28.3.31
太刀　銘　真光作

　　　附　糸巻太刀拵
１口 鶴岡

3 国重文
大4.3.26

（昭25.8.29）
銅灯篭竿　文和元年七月廿五日の銘あり １箇 羽黒

4 国重文
昭10.4.30

（昭25.8.29）

短刀　銘　吉光

　　　名物信濃籐四郎
１口 鶴岡

5 国重文 昭32.2.19 色々威胴丸　兜、頬当、大袖、籠手付 １具 鶴岡

6 国重文 昭48.6.6
銅鉢（蔵王権現御宝前、正和二年云々の刻銘

がある）
１口 鶴岡

7 国重文 昭48.6.6
梵鐘（羽黒山寂光寺、建治元年乙亥八月廿七

日の刻銘がある）
１口 羽黒

8 国重文 昭60.6.6
能装束　紅地蜀江文黄緞狩衣　白地草花海賦

文辻ヶ花染肩裾小袖
２領 櫛引

9 国重文 昭60.6.6 能装束　藍紅紋紗地太極図印金狩衣 １領 櫛引

10 県指定
昭28.8.31

（昭30.8.1）
鉄擬宝珠　文禄二年癸巳五月吉日の銘 ２箇 羽黒

11 県指定
昭28.8.31

（昭30.8.1）
銅狛犬　慶長十八年癸丑三月吉日の銘 １対 羽黒

12 県指定
昭28.12.17

（昭30.8.1）
狩衣（萌黄地桐に隅入角に鳳凰の丸模様） １領 櫛引

13 県指定
昭28.12.17

（昭30.8.1）
厚板唐織（浅葱紅段菊芙蓉唐草模様） １領 櫛引

14 県指定
昭28.12.17

（昭30.8.1）
狩衣（花色三巴に的車模様金入） １領 櫛引

15 県指定
昭28.12.17

（昭30.8.1）
狩衣（納戸地花菱亀甲鳳凰模様） １領 櫛引

16 県指定 昭30.10.25 色々威伊予佩楯 １腰 鶴岡

17 県指定 昭31.5.11 唐織（紅地秋草蝶模様） １領 櫛引

18 県指定 昭31.5.11 唐織（白地、雲、なでしこ、藤模様） １領 櫛引

19 県指定 昭31.5.11 唐織（紅地稲妻形金入菊模様） １領 櫛引

20 県指定 昭31.5.11 唐織（白地伊予簾夕顔模様） １領 櫛引
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21 県指定 昭31.5.11 厚板唐織（白花色段簾源氏香花車夕顔模様） １領 櫛引

22 県指定 昭31.5.11 縫箔（七宝繋桐模様胴箔地） １領 櫛引

23 県指定 昭31.5.11 長絹（紫地浪に蛇篭紅葉模様） １領 櫛引

24 県指定 昭31.5.11 唐織（白地亀甲牡丹尾長模様） １領 櫛引

25 県指定 昭31.5.11 厚板（花色地花菱亀甲繋雲に火炎太鼓模様） １領 櫛引

26 県指定 昭31.5.11 縫箔（紅地紅葉扇面青海波模様） １領 櫛引

27 県指定 昭31.5.11 厚板（白茶地雲鶴向鳥襷模様） １領 櫛引

28 県指定 昭31.5.11 厚板（黄黒段秋草胡蝶模様） １領 櫛引

29 県指定 昭31.5.11 長絹（紫地帆掛舟に松模様金入） １領 櫛引

30 県指定 昭31.5.11 縫箔（白地檜垣松藤模様） １領 櫛引

31 県指定 昭31.5.11 縫箔（うこん地垣に秋草模様） １領 櫛引

32 県指定 昭31.5.11 狩衣（紫地檜垣葡萄に蝶模様金入） １領 櫛引

33 県指定 昭31.5.11 縫箔（胴箔地牡丹に扇面模様） １領 櫛引

34 県指定 昭37.4.6 太刀　無銘　伝千手院 １口 鶴岡

35 県指定 昭38.1.22 刀　金粉銘　国宗 １口 鶴岡

36 県指定 昭38.1.22 刀　朱銘（光常）　来国光　　光忠折紙付 １口 鶴岡

37 県指定 昭41.4.6
刀　銘羽州大泉住豊前守　藤原清人

明治三年八月　日
１口 鶴岡

38 県指定 昭52.3.28 線刻不動明王鏡像（瑞花鴛鶱鏡） １面 鶴岡

39 県指定
市：昭60.10.1

県：平29.4.28
観音三尊懸仏 １面 鶴岡

40 県指定 昭61.8.12
朱塗黒糸威

二枚胴具足兜小具足付
１具 鶴岡

41 県指定 平30.1.12
熊本藩細川家九曜紋・庄内藩酒井家酢漿草紋

入り
１式 鶴岡

42 市指定 昭42.7.4
銅鋳擬宝珠 元和四戊午年霜月吉辰の銘があ

る
２個 鶴岡
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43 市指定 昭42.7.4
銅鋳擬宝珠 元和四戊午年霜月吉辰の銘があ

る
１個 鶴岡

44 市指定 昭42.7.4
銅鋳擬宝珠 寛永十六巳卯年八月吉日の銘が

ある
１個 鶴岡

45 市指定 昭43.4.12 総覆輪三十二間筋兜 １領 櫛引

46 市指定 昭43.4.12 古瀬戸茶壺 １個 櫛引

47 市指定 昭43.12.2 琵琶　銘　武蔵野 １面 鶴岡

48 市指定 昭43.12.2
鰐口 慶長十八年太才癸丑五月吉日の銘があ

る
１口 鶴岡

49 市指定 昭43.12.2 鰐口　慶長十六年辛亥卯月吉日の銘がある １口 鶴岡

50 市指定 昭43.12.2 鉄鉢　慶長十六年辛亥四月十四日の銘がある １個 鶴岡

51 市指定 昭44.3.1
薙刀　無銘　伝直江志津

　　　附　薙刀拵
１口 鶴岡

52 市指定 昭45.1.21 青銅製仏餉鉢 ２箇 朝日

53 市指定 昭45.1.21 半鐘 １箇 朝日

54 市指定 昭45.1.21 鰐口（伊藤助右衛門尉家清） ２箇 朝日

55 市指定 昭45.1.21 鰐口（藤原朝臣家清） １箇 朝日

56 市指定 昭45.1.21 鰐口（江戸時代） １箇 朝日

57 市指定 昭45.1.21 鰐口（室町時代） １箇 朝日

58 市指定 昭46.3.26 梵鐘 １箇 朝日

59 市指定 昭49.5.31 大太鼓 １個 鶴岡

60 市指定 昭51.3.31 大日坊山号額 １枚 朝日

61 市指定 昭58.4.1 関神社の懸仏 １体 朝日

62 市指定 昭59.2.27 銅製十一面観世音菩薩坐像 １軀 藤島

63 市指定 昭59.2.27 銅製十一面観世音菩薩坐像 １軀 藤島

64 市指定 昭59.2.27 銅製鰐口 １箇 藤島
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65 市指定 昭61.4.1 鰐口 １箇 朝日

66 市指定 昭61.4.1 鰐口 １箇 朝日

67 市指定 昭61.4.1 鰐口 １箇 朝日

68 市指定 昭63.2.1 鉄製葬頭河の優婆尊像 １体 藤島

69 市指定 平元.3.27 甲冑群 全領 櫛引

70 市指定 平2.3.30 太刀　銘　月山 １口 羽黒

71 市指定 平2.3.30 刀　銘　月山兼國作 １口 羽黒

72 市指定 平2.3.30 脇差　銘　長曾祢興正作 １口 羽黒

73 市指定 平2.3.30
脇差　銘　出羽國荘内住一英

依竹内君命造之文化四年八月　日
１口 羽黒

74 市指定 平2.3.30

刀　銘　出羽國荘内住人池田一秀入道竜軒

文化十一年甲戌八月吉祥日　附　黒石目地塗

文雲文高塗半太刀拵

１口 羽黒

75 市指定 平2.3.30
太刀　銘　出羽國住池田一秀入道竜軒　文政

元年五月吉祥日　附　太刀拵
１口 羽黒

76 市指定 平2.3.30 拵　黒石目地塗鞘脇差拵（赤文一作） １腰 羽黒

77 市指定 平4.3.31 山伏笈 １箇 羽黒

78 市指定 平4.3.31 鰐口　延宝二年九月吉祥日の銘 １口 羽黒

79 市指定 平7.11.22
刀　銘　表　月山正信作

　　　　裏　永正二年八月吉
１口 鶴岡

80 市指定 平7.11.22
雨下猛虎図鐔

銘　船田一琴義長（花押）
１箇 鶴岡

81 市指定 平7.11.22
白衣観音図鐔

銘　一琴(花押)
１箇 鶴岡

82 市指定 平12.7.25 鬼面 １面 櫛引

83 市指定 平13.3.16
太刀　藤島一派行光重信合作刀

附　金梨地三ツ巴紋散鞘太刀拵
１口 羽黒

84 市指定 平13.3.16 鰐口　永和三年七月　日の銘 １口 羽黒

85 市指定 平13.3.16 鳳笙 １管 羽黒
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86 市指定 平13.3.16 梵鐘 １口 羽黒

87 市指定 平13.3.16 木造地蔵像懸仏　天文十六年正月吉日の刻印 １面 羽黒

88 市指定 平17.3.6 東照宮経机　貞享三丙寅年の銘 １台 羽黒

89 市指定 平17.3.6 最上胴丸 １具 羽黒

90 市指定 平17.3.6 鐔　天宥別当作 １枚 羽黒

91 市指定 平17.3.6 竹取翁面　春日佛師作 １面 羽黒

92 市指定 平17.3.6 弁慶の粕鍋 １箇 羽黒

93 市指定 平17.3.6 青い目の人形 １軀 羽黒
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