原寸大再現による完全復刻版

国宝絵巻

二巻セット 小林 忠 監修

地獄草紙 餓鬼草紙

東京国立博物館蔵、奈良国立博物館蔵、京都国立博物館蔵
現代にも似て、平安時代末期は社会不安

場所であり、
とりわけ地獄はもっとも恐ろしく、

に災害や疫病などが追い打ちをかけ、人々

激烈な痛みを伴う苦難の数々が衝撃的に

のあいだには末法の思想が拡がり、深く仏

表現されています。

教に帰依して救いを求めるようになってい

地獄や餓鬼にまつわる
「六道絵」
は数多

ました。

く描かれたものの、現在では散逸し、失わ

死後に輪廻転生する世界を仏教では
「六

れています。幸 運にも平 安 末 期に制 作さ

道」
と呼び、六つの中でも畜生道、地獄道、

れ、六 道 絵の真 髄を伝える
「地獄草紙」
と

餓鬼道が三悪道としてみなされています。

「餓鬼草紙」
の絵巻は現存しており、国宝

そこは生前に極悪の罪を犯した者が堕ちる

に指定されています。
▲ 国宝絵巻「地獄草紙」
「餓鬼草紙」二巻セット 解説書

【対談】
絵巻の絵解き

発売記念として、お買い上げいただいた方にもれなく
『絵巻の絵解き対談 + 地獄の芸能／
浄瑠璃「役者演閻魔大王」
・能「鵜飼」』DVDを謹呈します【限定50枚】

東京国立博物館 学芸研究部調査研究課
絵画・彫刻室長

沖松 健次郎
×

天台宗圓融寺 住職

阿 純章

【創作浄瑠璃】
役者演閻魔大王

（やくしゃのえんずるえんまさま）

【能】
鵜飼

野澤 松也
歌舞伎義太夫三味線奏者
重要無形文化財総合指定保持者

（半能）

シテ：當山 淳司

ワキ：大日方 寛

能楽シテ方宝生流

能楽ワキ方宝生流

地頭：今井 泰行

浄瑠璃と能は右の有料配信サイトでご覧いただけます。

能楽シテ方宝生流
重要無形文化財保持者・総合認定

タイトル：地獄の芸能/
「鵜飼」
「役者演閻魔大王」
・能
浄瑠璃
●

1回330円（税込）視聴期限7日

●

会員登録が必要です。 観劇三昧
観劇三昧

U-NEXT

360ch

イープラス

●特長

1. オンデマンド方式による生産であり、ご注文
に応じ、最新の商品を提供できます。

2. 世 界 初の
「貼りつなぎ」
なしの絵 巻用画 像
制作のノウハウを駆使し、一枚の用紙に画像
を10メートル以上も同時印刷する長尺印刷
で製作されています。

●仕様
二巻セット
（地獄草紙 餓鬼草紙）
解説書付
寸 法：
（地獄）27.6×707.0 cm
（餓鬼）28.6×920.0 cm
用 紙：中性紙
（バガス）
特製表装 桐箱
（印籠仕立て）
入り

定価：250,000 円（税別 送料別）

3. 上野友愛
（うえのともえ サントリー美術館 主任
学芸員）
による日英二ヶ国語の精緻な解説
企画製作：トッパン・フォームズ株式会社
書付きですので、学術資料としての価値も
企画協力：株式会社イーアート
あります。
発
行：トッパン・フォームズ株式会社
文化庁委託事業「文化芸術収益力強化事業」
発行年月：令和3年1月
4. 図書館などに永く収蔵される文献としても
（映像制作）主催：文化庁 株式会社 真花
最適であり、愛蔵品としても幾世代にまたがる
文化的資産です。
お問合せは以下まで
株式会社 真花 https : //shin-flower.jp/
● mail：norikokii@ shin-flower. jp（代表：紀井）● 電 話：090 - 4703 - 6989

▲ 雲火霧
（部分） 東京国立博物館

Complete Full-scale Reproductions in a Set of Two Handscrolls
Designated
National Treasure

Supervised by Kobayashi Tadashi

Hell Scroll Hungry Ghost Scroll

Collections: Tokyo National Museam, Nara National Museum and Kyoto National Museum
As in today, in the last decades of the
Heian period (794-1185), social disturbances,
along with earthquakes, tsunami and
epidemics broke out frequently in Japan,
and a Buddhist doctrine known as mappō
(a period of lawlessness) spread around
among people who sought salvation by
becoming devout Buddhist believers.
In Buddhism, the afterlife world of
reincarnation is called the Six Realms
(rokudo), out of which Animals, Hungry
▲ Complete set of “Hell Scroll” and
“Hungry Ghost Scroll” with Commentaries
Ghosts and Hell are regarded as three evil
realms and reserved for those fallen by

evil deeds. Hell, in particular, has been so
frightening as to be often visualized in the
picture form as the most painful place to
inhabit.
Pictures of the Six Realms were extensively
illustrated, but most of them have been
scattered and lost now. It is fortunate to
introduce “Hell Scroll” and “Hungry Ghost
Scroll” that were created during the last
years of the Heian period in order to convey
the substance of “Pictures of the Six Realms.”
Both Scrolls are designated as National
Treasure.

TALK on Pictures of
Illustrated Handscrolls

To commemorate the publication of a set of “Hell Scroll” and
“Hungry Ghost Scroll,” the DVD featuring “TALK on Pictures of
Illustrated Handscroll” and Performing Arts for Hell: Joruri
“An Actor Plays the King of Hell (Yama)” plus Noh ”Ukai
(cormorant fishing)” is given as a compliment to those who place
an order in the first fifty sets. (DVD: Limited edition of 50 pieces)

Okimatsu Kenjiro

Chief Curator of Painting and Sculpture
Curatorial Research Department
Tokyo National Museum
＋

Oka Junsho

Chief Priest
Tendai-sect Enyu-ji Temple

Original Joruri
“An Actor Plays
the King of Hell (Yama)”
Nozawa Matsuya

Noh
“Ukai(cormorant fishing)”
Partial performance

Narrative and shamisen player for Kabuki/
Gidayu performance
Holder of Important Intangible
Cultural Property

Shite : Toyama Junji

Viewing Joruri and Noh is available in
the following online platform.
Please view after membership registration
JPY330 (one-time view, tax included)
Viewing period: 7 days after payment

Waki : Obinata Hiroshi

Jigashira : Imai Yasuyuki

Kan-geki

(live-streaming)
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360ch

eplus

Shite at Hosho School of Noh,
Holder of Important Intangible
Cultural Property

Features :

1. Manufactured by an on-demand printing system,
we can always provide customers with the newest
products.

2. Toppan Forms’ innovative technology of seamless
printing on one long sheet allows for the production
of a scroll over 10 meters in length.
▲ Hungry Ghost of hot ashes (Part)
Tokyo National Museum
Organized by
The Agency for Cultural Affairs,
Government of Japan
Shinka Co., Ltd.

3. Commentaries (w/English translation) by Ueno
Tomoe, senior curator at the Suntory Museum of
Art, are extremely detailed and provide valuable
reference material for scholastic purposes.

4. This exquisite facsimile reproduction is recommended
as an exclusive document for libraries or individuals,
which would be a treasured cultural piece for decades
to come.

For further information, please contact :

Specifications :

A set of two scrolls with Commentaries
Dimensions;
Scroll one (Hell Scroll):
27.6 by 707.0 cm
Scroll two (Hungry Ghost Scroll):
28.6 by 920.0 cm
Printed on Bagasse paper
Mounted by hand in the handscroll
format with a box of paulownia wood

Price: ￥250,000 (excluding shipping charge)

Produced and Published in Japan in 2021 by
Toppan Forms Co., Ltd.
Consulting by e-Art Co., Ltd.
ⒸToppan Forms Co., Ltd. 2021

Shinka Co., Ltd. https://shin-flower.jp/ ● Mail : norikokii@ shin-flower.jp（Kii Noriko） ● Phone : 090-4703-6989

