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指定等 資料名 時代 所蔵

１．祇園祭の山鉾

重要有形民俗文化財 前懸　「イーリアス」トロイアの戦争物語「出
陣するヘクトールの妻子との別れ」 16世紀 公益財団法人霰天神山保存会

重要有形民俗文化財 前懸　「イーリアス」トロイア戦争物語（中）
／波濤飛龍文様刺繡官服直し（左右）

万延元年（1860）
／文化５年（1808） 公益財団法人白楽天山保存会

重要有形民俗文化財 前懸　宮島之図 天保２年（1831） 一般財団法人占出山保存会
重要有形民俗文化財 前懸　緋羅紗地蘇武牧羊図　刺繍 安永２年（1773） 公益財団法人保昌山保存会
京都市指定文化財 蘇武牧羊図屏風　円山応挙筆 江戸時代中期 公益財団法人保昌山保存会
重要有形民俗文化財 胴懸　緋羅紗地張鶱白鳳図　刺繡 安永２年（1773） 公益財団法人保昌山保存会
京都市指定文化財 張鶱白鳳図屏風　円山応挙筆 江戸時代中期 公益財団法人保昌山保存会
重要有形民俗文化財 胴懸　緋羅紗地巨霊人虎図　刺繡 安永２年（1773） 公益財団法人保昌山保存会
京都市指定文化財 巨霊人虎図屏風　円山応挙筆 江戸時代中期 公益財団法人保昌山保存会

２．祇園祭の記録
放下鉾古絵図 延宝２年（1674） 公益財団法人放下鉾保存会
菊水鉾図 文政３年（1820） 公益財団法人菊水鉾保存会
大船鉾図　岡本豊彦筆 江戸時代 公益財団法人四条町大船鉾保存会

『祇園御霊会細記』 宝暦７年（1757）刊 京都府（京都文化博物館管理）
『都名所図会』 安永 9年（1780）刊 京都府（京都文化博物館管理）
『諸国年中行事大成』 文化３年（1806）刊 京都府（京都文化博物館管理）
「船鉾由緒之記」 江戸時代 公益財団法人祇園祭船鉾保存会

京都市登録文化財 「御寄附物有無御断書写」 天保 10年（1839） 一般財団法人占出山保存会

京都市登録文化財 「祇園会占出山神具入日記」 宝暦 11年（1761）
／文政４年（1821） 一般財団法人占出山保存会

「白楽天山之鬮帳」 慶長７年（1602）〜明治時代 公益財団法人白楽天山保存会
「祇園会祭行事次第」 元禄 15年（1702）〜現代 公益財団法人白楽天山保存会
「山錺道具帳」 宝永５年（1708） 公益財団法人白楽天山保存会
「御山寄進控・新出来物控」 明和元年（1764） 公益財団法人白楽天山保存会

３．山鉾を彩る飾金具
鉾頭　銅製金鍍金月形　大錺屋勘右衛門作 元亀４年（1573） 公益財団法人月鉾保存会
櫂　銅製金鍍金　大錺屋勘右衛門作 元亀４年（1573） 公益財団法人月鉾保存会

重要有形民俗文化財 鉾頭 江戸時代 公益財団法人鶏鉾保存会
重要有形民俗文化財 鉾頭　木彫漆箔三光形 文政９年（1826） 公益財団法人放下鉾保存会
重要有形民俗文化財 鉾頭　白銅銀鍍金 天保 10年（1839） 公益財団法人函谷鉾保存会

重要有形民俗文化財 欄縁　黒漆塗「三十六禽之図」鍍金金具付　
菱川清春下絵 天保７年（1836） 公益財団法人長刀鉾保存会

重要有形民俗文化財 欄縁　木製黒漆塗　雲龍蝙蝠文鍍金金具付 天保２年（1831） 公益財団法人木賊山保存会
重要有形民俗文化財 雲鶴文欄縁金具　 天保９年（1838） 公益財団法人八幡山保存会



指定等 資料名 時代 所蔵
重要有形民俗文化財 虹梁　亀・海馬と海草に貝尽し 水面に珊瑚 江戸時代後期 公益財団法人月鉾保存会
重要有形民俗文化財 虹梁　黒漆塗雲龍文様鍍金金具付 天保４年（1833） 公益財団法人北観音山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　成物尽文様 文政８年（1825） 公益財団法人鶏鉾保存会

旧欄縁角金具 江戸時代中期 公益財団法人役行者山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　舞楽風源氏胡蝶文様 天保５年（1834） 一般財団法人伯牙山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　菊唐草透し彫り文様 嘉永６年（1853） 一般財団法人伯牙山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　雲形に鳥獣文様鍍金 天保３年（1832） 公益財団法人浄妙山保存会
重要有形民俗文化財 見送裾金具　鉄線に虫尽し文様鍍金 天保７年（1836） 公益財団法人長刀鉾保存会
重要有形民俗文化財 見送裾金具　雁文様鍍金 文政３年（1820） 公益財団法人芦刈山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　芦丸文様鍍金 嘉永元年（1848） 公益財団法人芦刈山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　八ツ藤丸文鍍金 江戸時代後期 公益財団法人木賊山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　軍扇木賊に兎文鍍金 江戸時代後期 公益財団法人木賊山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　祇園守文様鍍金 嘉永４年（1851） 公益財団法人北観音山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　猿に桃・菊に鳥・鹿・牡丹に蜂文様 文政７年（1824） 孟宗山保存会
重要有形民俗文化財 見送裾金具　牡丹唐草文様鍍金 文化 13年（1816） 公益財団法人鶏鉾保存会
重要有形民俗文化財 角飾房掛金具 江戸時代後期 公益財団法人山伏山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　三十六獣文様 江戸時代後期 公益財団法人役行者山保存会
重要有形民俗文化財 笹文様轅先金具　八木奇峰下絵 天保９年（1838） 公益財団法人八幡山保存会
重要有形民俗文化財 見送裾飾金具　四季花鳥図文様鍍金 文政 12年（1829） 公益財団法人放下鉾保存会

見送裾飾金具下絵　四季花鳥図 江戸時代後期 公益財団法人放下鉾保存会
岩戸山模型 明治 21年（1888） 公益財団法人岩戸山保存会
長刀鉾模型 昭和時代 京都文化博物館
月鉾模型 明治時代 京都文化博物館

４-1．山鉾の懸装品
前懸　中東連花葉文様ヘラット絨毯 18世紀初頭 公益財団法人鶏鉾保存会
梅枝に小鳥の図毛綴　旧胴懸 16世紀前期 公益財団法人長刀鉾保存会
前懸　玉取獅子の図／斜め格子牡丹唐草図 江戸時代中期 公益財団法人月鉾保存会
後懸　朝鮮毛綴　日輪に番い鳳凰と梅に牡丹
の図・月に番い鳳凰と兔に牡丹草花の図 17世紀初頭 公益財団法人鶏鉾保存会

後懸　朝鮮毛綴　玉取親子獅子の図・玉取親
子獅子と虎に松に鵲の図・番い鳳凰に鶴と鵲
と牡丹の図　

16世紀後半 公益財団法人放下鉾保存会

重要有形民俗文化財 胴懸　金地孔雀に幻想花樹文　インド刺繡 18世紀中期 一般財団法人太子山保存会
重要有形民俗文化財 見送　宮廷園遊図毛綴織 文化 12年（1815） 公益財団法人油天神山保存会
重要有形民俗文化財 見送　波濤に飛龍文様綴錦 文化 13年（1816） 公益財団法人鈴鹿山維持会

見送売買之一札 文化 13年（1816） 公益財団法人鈴鹿山維持会
重要有形民俗文化財 胴懸　松島之図 天保２年（1831） 一般財団法人占出山保存会
重要有形民俗文化財 胴懸　天橋立図 天保２年（1831） 一般財団法人占出山保存会
重要有形民俗文化財 見送　富士山之図 天保２年（1831） 一般財団法人占出山保存会
重要有形民俗文化財 水引　養蚕機織図　綴織 江戸時代後期 公益財団法人山伏山保存会
重要有形民俗文化財 御神体佩刀 江戸時代後期 公益財団法人山伏山保存会

御神体衣裳 寛永 18年（1641） 公益財団法人郭巨山保存会
小袖　鳶色唐花立涌文様　繻珍 文政８年（1825） 一般財団法人占出山保存会
小袖　紅色縮緬地菊文様　型染 文政８年（1825） 一般財団法人占出山保存会
振袖　紫色紋縮緬地紅葉菊流水文様　刺繡と
友禅染 天保元年（1830） 一般財団法人占出山保存会

4-2．山鉾の御神体
重要有形民俗文化財 神功皇后神面 文安年間（1444〜 49） 公益財団法人祇園祭船鉾保存会

黒主山会所飾 公益財団法人黒主山保存会
重要有形民俗文化財 八幡宮祠 天明年間（1781〜 89） 公益財団法人八幡山保存会

重要有形民俗文化財 白楽天御神体人形 頭部・明暦３年（1657）／
体部・寛政６年（1794） 公益財団法人白楽天山保存会



＊都合により会期中に出品資料が変更になる場合があります。

指定等 資料名 時代 所蔵

重要有形民俗文化財 道林禅師御神体人形 頭部・明暦３年（1657）／
体部・寛政６年（1794） 公益財団法人白楽天山保存会

重要有形民俗文化財 宇治橋　鍍金擬宝珠付潤色　木製黒漆塗　鍍
金擬宝珠 江戸時代 公益財団法人浄妙山保存会

重要有形民俗文化財 回廊 正徳４年（1714） 公益財団法人霰天神山保存会
祇園守　菊唐草文金具付 江戸時代 公益財団法人山伏山保存会

重要有形民俗文化財 御神体持物 明治時代 公益財団法人山伏山保存会
重要有形民俗文化財 船鉾舵 寛政４年（1792） 公益財団法人祇園祭船鉾保存会
重要有形民俗文化財 船鉾屋形格天井　金地四季花の丸図 天保５年（1834） 公益財団法人祇園祭船鉾保存会
重要有形民俗文化財 破風軒裏絵　金地著彩草花図　円山応挙筆　 天明４年（1784） 公益財団法人月鉾保存会

重要有形民俗文化財 けらば板　鶴図（前）孔雀図（後）　松村景文
筆 文政 12年（1829） 公益財団法人長刀鉾保存会

くじ箱 安政３年（1856） 孟宗山保存会
御文筥 文久元年（1861） 公益財団法人保昌山保存会
くじ箱 明治 37年（1904） 公益財団法人役行者山保存会
くじ箱 公益財団法人芦刈山保存会
くじ箱 公益財団法人月鉾保存会

重要有形民俗文化財 振鈴 寛文８年（1668） 公益財団法人霰天神山保存会
聖徳太子御軸　青蓮院宮一品尊祐親王筆 延享２年（1745） 一般財団法人太子山保存会
役行者御神号 江戸時代後期 公益財団法人役行者山保存会

重要有形民俗文化財 長刀鉾稚児衣裳 現代 公益財団法人長刀鉾保存会

５．近代と祇園祭の山鉾

重要有形民俗文化財 欄縁　木製黒漆塗百鳥文様鍍金金具付　幸野
楳嶺下絵 明治４年（1871） 孟宗山保存会

重要有形民俗文化財 けらば板　金地著彩鶏鴉図　今尾景年筆　 明治 33年（1900） 公益財団法人函谷鉾保存会
重要有形民俗文化財 欄縁飾金具　波に雁文様鍍金 明治 36年（1903） 公益財団法人芦刈山保存会
重要有形民俗文化財 角飾金具　飛龍彫金 明治 39年（1906） 一般財団法人太子山保存会
重要有形民俗文化財 妻飾　木彫彩色丹頂鶴 大正６年（1917） 公益財団法人放下鉾保存会

妻飾下絵　幸野楳嶺筆 明治 23年（1890） 公益財団法人放下鉾保存会
重要有形民俗文化財 軒裏絵　金地四季草花図　今尾景年筆　 大正７年（1918） 公益財団法人岩戸山保存会
重要有形民俗文化財 角金具　松菊楓文様 昭和３年（1928） 公益財団法人霰天神山保存会
重要有形民俗文化財 欄縁　雲龍輪宝木瓜巴紋様鍍金金具付 昭和４年（1929） 公益財団法人役行者山保存会
重要有形民俗文化財 欄縁飾金具 昭和 16年（1941） 公益財団法人鈴鹿山維持会

欄縁飾金具下絵　山鹿清華画 昭和 12年（1937） 公益財団法人鈴鹿山維持会
重要有形民俗文化財 見送　白綴地墨画孟宗竹藪林図　竹内栖鳳筆 昭和 15年（1940） 孟宗山保存会

鉾頭　小林尚珉作 昭和 27年（1952） 公益財団法人菊水鉾保存会
胴懸　麒麟図　皆川月華作 昭和 29年（1954） 公益財団法人菊水鉾保存会
胴懸　瑞苑浮游之図　羽田登喜男作 昭和 59年（1984） 蟷螂山保存会

京都市指定
有形民俗文化財 かまきり 19世紀中期 蟷螂山保存会

綾傘鉾
垂り　四季の花図　森口華弘作 昭和 54年（1979） 公益財団法人綾傘鉾保存会

『山鉾由来記』 宝暦７年（1757）刊 京都府（京都文化博物館管理）
水引　花文様刺繍 明治 34年（1901） 公益財団法人鯉山保存会
宇治川合戦図屏風　鈴木松年画 明治 44年（1911） 公益財団法人浄妙山保存会
御神体人形図 天保２年（1831） 公益財団法人鷹山保存会
欄縁　波濤図木瓜紋市女笠図飾金具付 平成 22年（2010） 四条傘鉾保存会
京都祇園祭山鉾絵図　西脇友一画 昭和 60年（1985） 京都文化博物館






