


札番 山 号 寺 名 本尊観世音 宗派 〒 所在地 電話 略案内

番外 青峯山 正福寺 あおのみねさん
しょうふくじ 十一面 真言 517-0042 鳥羽市松尾町519 0599-55-0061 伊勢志摩国立公園の朝熊山(５５５㍍)山上に伽藍整う。海上安全の信仰を集める

1 潮音山 太江寺 ちょうおんざん
たいこうじ 千手 真言 519-0602 伊勢市二見町江1659 0596-43-2283 音無山中腹にある古刹、本尊は国重文

2 勝峰山 金剛證寺 しょうほうざん
こんごうしょうじ 十一面 臨済 516-0021 伊勢市朝熊町548 0596-22-1710 海抜５５５㍍の山上に大伽藍あり、臨済宗別格本山

3 龍池山 松尾観音寺 りゅうちざん
まつおかんのんじ 十一面 単立 516-0014 伊勢市楠部町156-6 0596-22-2722 龍神伝説が有名な厄除開運、縁結びの祈祷寺

4 富向山 田宮寺 ふうこうざん
たみやじ 十一面 真言 519-0434 度会郡玉城町田宮寺322 0598-21-5737 本尊は夫婦観音として二体が祭られる、国重文

5 神護峯 中山寺 しんごほう
ちゅうざんじ 十一面 臨済 516-0035 伊勢市勢田町411 0596-28-6709 台地の上にある清楚な禅寺

6 慈眼山 金胎寺 じげんざん
こんたいじ 千手 真言 517-0011 鳥羽市鳥羽3-24-1 0599-25-3035 鳥羽市街を眼下するところ、災禍のため本堂等焼失

7 佛性山 宝林寺 ぶっしょうざん
ほうりんじ 十一面 浄土 516-0801 伊勢市御薗町小林361 0596-36-1812 田圃の中の集落にある寺

8 岡寺山 継松寺 おかでらさん
けいしょうじ 如意輪 真言 515-0083 松阪市中町1952 0598-21-0965 岡寺観音で知られる厄除の寺

元9番 涌福智山 國束寺 ゆうふくちざん
くづかじ 十一面 和宗 516-2105 度会郡度会町平生1481 0596-62-1018 国束山南麓の寺、伝聖徳太子ご開創、かつては山上に大伽藍を有した

9 無量山 千福寺 むりょうざん
せんぷくじ 十一面(手引) 真言 519-2422 多気郡大台町柳原201 0598-85-0077 宮川の清流沿いの奥まったところにある

10 摩尼山 金剛座寺 まにさん
こんごうざじ 如意輪 天台 519-2177 多気郡多気町大字神坂169 0598-37-2873 白鳳2年（673年）開創、藤原鎌足･不比等ゆかりの山上の古刹

11 丹生山 近長谷寺 にうさん
きんちょうこくじ 十一面 真言 519-2176 多気郡多気町長谷201 0598-37-2198 御丈６．８㍍の本尊は日本三観音立像の一つ、国重文                       

12 丹生山 神宮寺 にうさん
じんぐうじ 十一面 真言 519-2211 多気郡多気町丹生3997 0598-49-3001 女人高野、丹生大師で知られ、伽藍整う

13 青瀧山 千手院 賢明寺 せいりゅうざん
せんじゅいんけんめいじ 千手 天台 514-1125 津市久居元町2059 059-255-2312 江戸時代の仁王門は市の文化財、境内に老人センターあり

14 恵日山 観音寺 えにちざん
かんのんじ 聖 真言 514-0027 津市大門31 059-225-4013 津市の中心街にあり、津観音で知られる

15 近田山 長谷寺 きんでんざん
ちょうこくじ 十一面 臨済 514-0077 津市片田長谷町230 059-237-2648 長谷山の中腹にあり、山内に福祉施設が並ぶ

16 白山 密蔵院 はくさん
みつぞういん 千手 真言 514-0007 津市大谷町260 059-227-3034 津駅を眼下にする小山の中腹にある、山内に八十八ヶ所ミニ霊場

17 馬寶山 蓮光院 初馬寺 ばほうざん
れんこういんはつうまでら 馬頭 真言 514-0004 津市栄町3-210 059-227-3632 街中にあり通称初午寺、本尊は伝聖徳太子作、境内に水掛魚籃観音が祭られる

18 泰平山 府南寺 たいへいざん
ふなんじ 千手 真言 513-0836 鈴鹿市国府町2548 059-378-0539 国府、あるいは上寺の観音で知られ、仁王像は国の重文

元19番 榊宮山 蓮光寺 しんぐうざん
れんこうじ 十一面 天台 519-0137 亀山市阿野田町2246 0595-82-7185 集落の中に位置する、本尊は伝恵心僧都作、市指定文化財

19 白子山 子安観音寺 しろこさん
こやすかんのんじ 白衣 真言 510-0254 鈴鹿市寺家3-2-12 059-386-0046 安産・子育ての子安観音として栄える、境内の不断桜は国の天然記念物

20 金井山 林光寺 かないさん
りんこうじ 千手 真言 513-0801 鈴鹿市神戸6-7-11 059-382-0610 通称えんま寺、本尊は国重文で厄除が知られる

21 日照山 円福寺 にっしょうざん
えんぷくじ 聖 黄檗 519-0162 亀山市住山町660 0595-82-2366 本堂再建中、鉄眼の一切経版木を収める経堂は市指定の文化財

22 清涼山 宗徳寺 せいりょうざん
そうとくじ 十一面 曹洞 519-0222 亀山市両尾町208 0595-85-1369 山の中腹にあり、内山観音として信仰されてきた

23 鶏足山 野登寺 けいそくざん
やとうじ 千手 真言 519-0223 亀山市安坂山町2033-1 0595-85-0729 山麓の下寺(里寺)と山上の上寺(８５２㍍)とがある

24 荒神山 観音寺 こうじんやま
かんのんじ 十一面 真言 513-0011 鈴鹿市高塚町1777 059-379-0331 荒神山観音で知られた安濃徳と長吉の争いは有名

元25番 尾高山 観音堂（旧引接寺) おだかさんかんのんどう
（旧いんしょうじ） 十一面千手 浄土 510-1326 三重郡菰野町杉谷2291-2 本尊は立派な桧木立の参道(５００㍍)奥の六角堂に奉安されている　    <御朱印は元26番 慈眼寺>

25 補陀洛山 勅願院 観音寺 ふだらくさん
ちょくがんいんかんのんじ 如意輪 浄土 510-0881 四日市市六呂見町1068 059-345-0565 本尊は四足八鳥(ろくろみ)観音とよばれ、そのお姿は日本唯一

元26番 杉谷観音山 慈眼寺 すぎたにかんのんざん
じげんじ 十一面 浄土 510-1326 三重郡菰野町杉谷1797-1 059-396-1440 本尊は伝恵心僧都作、元２５番の尾高山観音堂は当寺の奥の院

26 垂坂山 観音寺 たるさかさん
かんのんじ 千手 天台 510-8037 四日市市垂坂町1266 059-331-5448 小高い台地に伽藍があり、慈恵(元三)大師像は国重文

27 富田山 長興寺 とみださん
ちょうこうじ 聖 曹洞 510-8014 四日市市富田3-1-16 059-365-2595 街中の禅寺、各地霊場巡拝団の満願額がある

28 龍王山 宝性寺 りゅうおうざん
ほうしょうじ 十一面 単立 510-8022 四日市市蒔田2-12-26 059-364-5411 通称蒔田観音、裳階付きの本堂は市指定文化財　　<御朱印は参道入口の前川正克氏（製麺所）宅>

29 鳴谷山 聖寶寺 めいこくざん
しょうぼうじ 十一面千手 臨済 511-0518 いなべ市藤原町坂本981 0594-46-8101 藤原岳の北東麓にある風雅な庭園の禅寺

30 星川山 安渡寺 ほしかわざん
あんどじ 聖 単立 511-0912 桑名市星川448-10 0594-31-8891 小高い岡の上の寺、本尊は市指定文化財

31 走井山 勧学寺 はしりいざん
かんがくじ 千手 真言 511-0821 桑名市大字矢田266 0594-22-7760 山上の城跡に堂宇あり、丈６尺近くの本尊は県指定文化財　               <御朱印は番外 大福田寺>

32 雨尾山 飛鳥寺 あまおざん
ひちょうじ 十一面 真言 511-0805 桑名市深谷町2386 0594-29-2019 山上に本堂と地蔵堂、境内よりの眺望は揖斐川・長良川など絶景

33 多度観音堂 たどかんのんどう 十一面 真言 511-0106 桑名市多度町多度山下1613 0594-48-2037 多度大社に隣接し、二間四面の小堂　　           　　　　　　　　                  <御朱印は多度大社>

番外 神寶山 大福田寺 しんぽうざん
だいふくでんじ 十一面 真言 511-0811 桑名市大字東方1426 0594-22-0199 聖徳太子御創建、桑名聖天で知られる
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