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国 登録 三谷町北区山車蔵 大正 1棟 三谷町 北区 市 工芸 松平家具足 江戸 1領 個人

国 登録 蒲郡クラシックホテル本館（旧蒲郡ホテル本館） 昭和 1棟 竹島町 法人 市 工芸 葡萄蒔絵鼓胴 安土桃山 1口 個人

国 登録 蒲郡クラシックホテル六角堂（旧蒲郡ホテル聚美堂） 昭和 1棟 竹島町 法人 国 文書 範永宅歌合・越中守頼家歌合 平安 1巻 法人

国 登録 蒲郡クラシックホテル料亭竹島（旧常磐館梅別館） 大正 1棟 竹島町 法人 国 文書 和歌真字序 鎌倉 1巻 法人

国 登録 蒲郡クラシックホテル鶯宿亭（旧常磐館別館茶室） 昭和 1棟 竹島町 法人 国 文書 紙本墨書藤原忠通書状 平安 1幅 法人

市 建造物 安楽寺山門 江戸 1棟 清田町 安楽寺 国 文書 紙本墨書古文書手鑑 鎌倉 1帖 法人

市 建造物 三蓋傘の山車 大正 1台 三谷町 北区 国 文書 貞観政要（巻第一欠） 鎌倉 9巻 法人

市 建造物 恵比寿の山車 江戸 1台 三谷町 西区 国 文書
紙本墨書源大納言家歌合 長暦二年九月十三
日

平安 1巻 法人

市 建造物 剣の山車 昭和 1台 三谷町 上区 国 文書 物語二百番歌合 藤原定家撰並奥書 鎌倉 2帖 法人

市 建造物 花の山車 明治 1台 三谷町 中区 国 文書 新勅撰和歌集 藤原定家奥書 鎌倉 2帖 法人

市 建造物 神船若宮丸 江戸 1台 三谷町 東区 国 文書 六条宰相家歌合 永久四年 鎌倉 1巻 法人

市 建造物 神輿 江戸 2基 三谷町 松区 国 文書 五行大義　元弘三年閏二月智圓相傅奥書 鎌倉 5帖 法人

市 建造物 六地蔵石像 江戸 1躯 清田町 国 文書 太平記 室町 13冊 法人

市 建造物 安達藤九郎盛長五輪塔 鎌倉 1基 五井町 長泉寺 国 文書 法華経（装飾経） 平安 8巻 法人

市 建造物 竹谷松平始祖守家より　四代の五輪塔 室町 4基 竹谷町 個人 国 文書 藤原有家筆一品経懐紙（信解品・述懐） 鎌倉 1幅 法人

市 建造物 久松俊勝宝筺印塔 安土桃山 1基 清田町 安楽寺 国 文書 大覚禅師墨蹟 諷誦文残闕 鎌倉 1幅 法人

市 建造物 加藤謙斎の墓と遺愛品 江戸 三谷町・上本町 個人・長存寺 国 文書 後村上天皇宸翰書状 南北朝 1巻、1幅 法人

国 絵画 紙本墨画淡彩山水図（鼓琴余事帖） 江戸 1幅 法人 国 文書 源氏物語 鎌倉 51帖 法人

国 絵画 紙本著色水仙鶉図 北宋 1幅 法人 国 文書 三河物語　上中下 自筆本 江戸 3冊 法人

国 絵画 絹本著色普賢延命像 鎌倉 1幅 法人 国 文書 栄花物語（富岡本） 鎌倉 10冊 法人

国 絵画 紙本墨画淡彩一晴一雨図（浦上玉堂筆） 江戸 1幅 法人 市 文書 紺紙金泥法華経 平安 10巻 上本町 長存寺

国 絵画 絹本著色佛眼曼荼羅図 鎌倉 1幅 法人 市 文書 五條三位俊成卿筆加賀切 鎌倉 1幅 竹島町 八百富神社

県 絵画 四条河原遊楽図屏風 江戸 1曲 蒲郡町 天桂院 市 文書 大般若経 室町 600巻 神ノ郷町 赤日子神社

市 絵画 長存寺格天井絵画 江戸 106枚 上本町 長存寺 市 文書 日陣上人御筆御本尊 室町 1幅 上本町 乗円院

市 絵画 大和絵屏風 江戸 1双 上本町 長存寺 市 文書 大沢日信より南陽坊への書状 室町 1幅 上本町 長存寺

市 絵画 大和絵襖 江戸 16枚 神ノ郷町 赤日子神社 市 文書 日意より鵜殿玄長入道への書状 室町 1幅 上本町 長存寺

市 絵画 日蓮聖人画像 室町 1幅 上本町 智積院 市 文書 日扇より長存寺への書状 室町 1幅 上本町 長存寺

市 絵画 三十番神像 安土桃山 1幅 上本町 智積院 市 文書 鵜殿長龍壁書 室町 1幅 上本町 長存寺

市 絵画 松平家歴代画像 安土桃山・江戸 11幅 蒲郡町 天桂院 市 文書 鵜殿一庵日要御筆宗祖和歌 室町 1幅 上本町 長存寺

市 絵画 弁財天十五童子像 室町 1幅 竹島町 八百富神社 市 文書 長存寺文書 室町 12葉1巻 上本町 長存寺

市 絵画 俊成卿画像 江戸 1幅 竹島町 八百富神社 市 文書 日蓮上人御筆上野殿母尼御前 御返事第26紙 鎌倉 1幅 上本町 長存寺

市 絵画 大宮神社境内図 江戸 1幅 宮成町 大宮神社 市 文書 松平長勝寄進状 室町 1幅 五井町 長泉寺

市 絵画 来迎三尊像図 江戸 1幅 西迫町 西福寺 市 文書 松平信長寄進状 室町 1幅 五井町 長泉寺

市 絵画 千手観音画像 南北朝 1幅 蒲郡町 天桂院 市 文書 惟俊譲状 室町 1幅 五井町 長泉寺

市 絵画 伯牙子期図絵馬 江戸 1面 竹島町 八百富神社 市 文書 惟俊定書 室町 1幅 五井町 長泉寺

市 絵画 羅生門図絵馬 江戸 1面 宮成町 大宮神社 市 文書 御在国帳 江戸 1冊 個人

市 絵画 涅槃図 江戸 1幅 蒲郡町 天桂院 市 文書 定 江戸 2枚 個人

県 彫刻 木造馬頭観音立像 平安 1躯 金平町 補陀寺 市 文書 松平玄蕃頭清昌書状 江戸 1幅 栄町 蒲郡市

県 彫刻 木造薬師如来立像 平安 1躯 金平町 補陀寺 市 文書 松平玄蕃頭清昌書状 江戸 1幅 栄町 蒲郡市

県 彫刻 木造十一面観音立像 平安 1躯 相楽町 御堂山観音堂 市 文書 法度 江戸 1幅 栄町 蒲郡市

県 彫刻 木造愛染明王坐像 南北朝 1躯 丸山町 永向寺 市 文書 法度 江戸 1幅 栄町 蒲郡市

市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 鎌倉 1躯 清田町 安楽寺 市 文書 村々役高書出 江戸 1幅 栄町 蒲郡市

市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 鎌倉 1躯 三谷町 地蔵堂 市 文書 三好紀隆和歌短冊 江戸 1幅 個人

市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 鎌倉 1躯 鹿島町 浄雲院 市 文書 松平家文書 江戸 124点 個人

市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 平安 1躯 五井町 真清寺 市 文書 論争古文書 江戸 1枚 個人

市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 平安 1躯 清田町 光正院 市 文書 王稔記 江戸 1帖 蒲郡町 天桂院

市 彫刻 木造阿弥陀如来立像 鎌倉 1躯 宝町 西眼寺 市 文書 竹島参詣滑稽鄙栗毛 江戸 3帖 竹島町 八百富神社

市 彫刻 木造阿弥陀如来坐像 平安 1躯 大塚町 光明寺 市 文書 官令留 明治 3冊 個人

市 彫刻 木造薬師如来立像 平安 1躯 西迫町 西福寺 県 考古 鉄地銀象嵌円頭大刀 古墳 1口 栄町 蒲郡市

市 彫刻 木造十一面観音立像 平安 1躯 鹿島町 源光寺 市 考古 石斧 弥生 1点 神ノ郷町 赤日子神社

市 彫刻 木造千手観音立像 室町 1躯 坂本町 勝善寺 市 考古 土器 弥生 26点 栄町 蒲郡市

市 彫刻 木造毘沙門天立像 平安 1躯 大塚町 長興寺 国 有民文 秉燭コレクション 江戸 178点 栄町 蒲郡市

市 彫刻 木造不動明王像 平安 1躯 大塚町 長興寺 市 有民文 灯火用具 江戸・明治 310点 栄町 蒲郡市

市 彫刻 木造不動明王坐像　附 木造十二天立像 室町 1躯、12躯 西浦町 無量寺 市 無民文 三谷祭 三谷町 三谷祭保存会

市 彫刻 青銅造聖観音像 鎌倉 1躯 丸山町 永向寺 市 無民文 天白神社の神楽芝居 三谷町 上区保存会

市 彫刻 木造弁才天像 鎌倉 1躯 竹島町 八百富神社 市 史跡 権現山古墳 古墳 1基 清田町 石山神社

市 彫刻 石造地蔵像 江戸 1躯 三谷町 地蔵堂 市 史跡 医王神古墳 古墳 1基 五井町 五井町総代

市 彫刻 誕生仏 江戸 1躯 蒲郡町 天桂院 市 史跡 上ノ郷城跡 室町 神ノ郷町

市 彫刻 木造大黒天像 江戸 1躯 清田町 安楽寺 市 史跡 竹ノ谷城跡 室町・安土桃山・江戸 竹谷町

市 彫刻 木造獅子頭 室町 1面 三谷町 神明神社 市 史跡 形原城跡 室町・安土桃山 形原町

国 工芸 梵鐘 鎌倉 1口 坂本町 勝善寺 市 史跡 丹野城跡 室町・安土桃山 相楽町・豊岡町

市 工芸 宝鍾 江戸 1口 竹谷町 竹谷神社 市 史跡 全福寺跡 鎌倉・室町 相楽町

市 工芸 喚鐘 室町 1口 相楽町 御堂山観音堂 市 史跡 門前遺跡隅円方形周溝墓 弥生 清田町 中部中学校

市 工芸 雲版 室町 1面 清田町 安楽寺 市 史跡 勝善寺参道石段 江戸 坂本町 勝善寺

市 工芸 雲版 室町 1面 豊岡町 高雲寺 国 天記 清田の大クス 1樹 清田町 蒲郡市

市 工芸 鰐口 室町 1口 上本町 長存寺 国 天記 竹島八百富神社社叢 竹島町 八百富神社

市 工芸 鰐口 江戸 1口 清田町 慈恩寺 国 天記 三河大島ナメクジウオ生息地 三谷町 蒲郡市

市 工芸 鰐口 室町 1口 一色町 宗徳寺 県 天記 ヒメハルゼミの生息地 相楽町 蒲郡市

市 工芸 狛犬 江戸 1対 神ノ郷町 赤日子神社 市 天記 無量寺の大クス 1樹 西浦町 無量寺

市 天記 御堂山のボダイジュ 1樹 相楽町

市 天記 三河地震による地割れ 昭和 一色町 宗徳寺

蒲郡市内指定文化財一覧表　　(令和4年4月1日現在)


