
【第１部門】

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 GO ! AKITA 2018 秋田県 光村印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞 2018 守谷商会 八幡義人 「ヤドリ木」 特別カレン
ダー

株式会社 GM INVESTMENTS 大日本印刷株式会社

経済産業省
商務情報政策局長賞

金賞 蘇る森 森と踊る株式会社 大日本印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 銀賞 「国宝　源氏物語絵巻」カレンダー 株式会社モリサワ 大日本印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 金賞 2018 CALENDAR A TAPESTRY OF LIGHT「光耀」 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 金賞 BRAD HOWE 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 金賞 現代の芸術：日本絵画ー奥村土牛 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 金賞 ＢＲＩＧＨＴ　ＤＡＹＳ-心躍る日々を、あなたへ- 岩岡印刷工業株式会社 岩岡印刷工業株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 金賞 Vibrant 東洋インキSCホールディングス株式会社 凸版印刷株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞 2018 Kodak Calendar （REVELATION） コダック ジャパン 大日本印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　浅葉克己賞 銀賞 HAKARU 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　沼田早苗賞 銀賞 RADIANCE OF WATER コニカミノルタ株式会社 凸版印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　 善本喜一郎賞 銀賞 2018 FUJIFILM CALENDAR　World Landscapes by
X-Photographers

富士フイルム株式会社 岡村印刷工業株式会社
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【第２部門】

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 FLORA パナホーム株式会社 凸版印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞 ピエール=オーギュスト・ルノワールの生涯と筆跡カレンダー ミサワホーム株式会社 大日本印刷株式会社

経済産業省
商務情報政策局長賞

金賞 LINGERIE　à　La　MODE 株式会社ワコール 大日本印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 銀賞 Takeo Desk Diary 2018 vol.60
「ARTISAN フランスの伝統と革新」

株式会社竹尾 アベイズム株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 2018Calendar MADO 日精エー・エス・ビー機械株式会社 株式会社山田写真製版所

日本製紙連合会賞 銀賞 FRANK LLOYD WRIGHT ケイミュー株式会社 図書印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 銀賞 World Heritage Journey 世界遺産を訪ねて キヤノンマーケティングジャパン株式会社 凸版印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 — 豪華箔押カレンダー 村田金箔グループ 株式会社村田金箔

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 2018年ダイキンお天気カレンダー AIR -移ろう空気- ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 金賞 2018ニコンカレンダー 株式会社ニコン 凸版印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　上條喬久賞 銀賞 カレンダー2018 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　　　飯沢耕太郎賞 — 2018年地球SUMAIカレンダー パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 凸版印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　古川タク賞 銀賞 資生堂壁掛けカレンダー　アート版 資生堂アメニティグッズ株式会社 大日本印刷株式会社

第69回　全国カレンダー展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　
平成29年12月7日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、フジサンケイビジネスアイ



【第３部門】

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 土門拳写真の旅　　高雄　神護寺、栂尾　高山寺 公益財団法人土門拳記念館 株式会社光陽社

文部科学大臣賞 金賞   A Journey in Paper Artisanship手漉きの旅 グレイスカイプロジェクト 大日本印刷株式会社

金賞 ふくろうカレンダー2018 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

金賞 昭和を駆け抜けた国鉄の名列車カレンダー2018 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 銀賞 宙（そら）の日めくりカレンダー 新日本カレンダー株式会社 新日本カレンダー株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 ２０１８年 ＡＲＴ ＣＡＬＥＮＤＡＲ 株式会社JALブランドコミュニケーション 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 ＦＵＫＵＩ　ＣＩＴＹ　２０１８　ＣＡＬＥＮＤＡＲ 福井市 福井市

日本マーケティング協会賞 銀賞 JAL FLEET CALENDAR 2018 大型判 株式会社JALブランドコミュニケーション 図書印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 銀賞 荒木経惟 株式会社アートプリントジャパン 株式会社アートプリントジャパン

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 Challengingカレンダー 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞 宮城まり子とねむの木学園のこどもたちの絵 ねむの木学園 凸版印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　松永真賞 銀賞 気仙沼漁師カレンダー2018 気仙沼つばき会 気仙沼つばき会

審査員特別賞　　　　　　奥村靫正賞 銀賞 2018年ダイアリー MIHO MUSEUM 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

平成29年12月7日

第69回　全国カレンダー展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　
一般社団法人 日本印刷産業連合会、フジサンケイビジネスアイ

経済産業省
商務情報政策局長賞



【第１部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

金賞 GO ! AKITA 2018 秋田県 光村印刷株式会社

金賞 2018 守谷商会 八幡義人 「ヤドリ木」 特別カレンダー 株式会社 GM INVESTMENTS 大日本印刷株式会社

金賞 蘇る森 森と踊る株式会社 大日本印刷株式会社

金賞 2018 CALENDAR A TAPESTRY OF LIGHT「光耀」 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 BRAD HOWE 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 現代の芸術：日本絵画ー奥村土牛 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 ＢＲＩＧＨＴ　ＤＡＹＳ-心躍る日々を、あなたへ- 岩岡印刷工業株式会社 岩岡印刷工業株式会社

金賞 Vibrant 東洋インキSCホールディングス株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 2018年　カレンダー　山田正亮「Work」　　　　　　　　　　 松尾建設株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 「日本の彩　2018年　織と染の意匠」～The Heart of Japan～ 中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

金賞 LAMPSHADE CALENDAR 丸紅情報システムズ株式会社 図書印刷株式会社

銀賞 「国宝　源氏物語絵巻」カレンダー 株式会社モリサワ 大日本印刷株式会社

銀賞 2018 Kodak Calendar （REVELATION） コダック ジャパン 大日本印刷株式会社

銀賞 HAKARU 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

銀賞 RADIANCE OF WATER コニカミノルタ株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 2018 FUJIFILM CALENDAR　World Landscapes by X-
Photographers

富士フイルム株式会社 岡村印刷工業株式会社

銀賞 2018年カレンダー 変革への旅　竹沢うるま作品集 ＮＴＮ株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 2018年屏風カレンダー 加山又造　-天の川- 東洋アルミニウム株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 ２０１８大日精化 アートカレンダー
コルネイユ 色彩、生きる喜び

大日精化工業株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 2018 CALENDAR THE CORNING MUSEUM OF GLASS コーニングジャパン株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 2018 Calendar (Roads to the Future) 横浜ゴム　株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 CAPTIVATING DESTINATIONS 一度は訪れてみたい世界の街 株式会社ジェーシービー 大日本印刷株式会社

銀賞   The Hill of BULBULバルバルの丘 三機工業株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 GRACE IN COLOR 株式会社 小森コーポレーション 凸版印刷株式会社

銀賞 見たこともない、想像をこえた美しい世界 東京エレクトロン株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 2018年壁掛けカレンダー 株式会社三商 凸版印刷株式会社

銀賞 ATSUKO TANAKA 株式会社ユニオン 凸版印刷株式会社

銀賞 Living with nature 株式会社 北洲 凸版印刷株式会社

銀賞 オリンパスカレンダー　～生命みなぎる大湿原ーパンタナール～ オリンパス株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 2018資生堂ビルカレンダー 株式会社資生堂 共同印刷株式会社

銀賞 ＮＨＫ交響楽団 2018年カレンダー ＮＨＫ交響楽団 ライト印刷株式会社

銀賞 Kyoritsu Art Calendar 2018 共立製薬株式会社 光村印刷株式会社

銀賞 日本のかたち　導 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

銀賞 Color & Comfort　-作品と空間- DIC株式会社 光村印刷株式会社

銀賞 EMOTION　想い、遥か。 住友建機株式会社 図書印刷株式会社

銀賞 NTTPC 2018 壁掛カレンダー 株式会社NTTPCコミュニケーションズ 株式会社ファンタグラフス

第69回　全国カレンダー展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト
一般社団法人 日本印刷産業連合会、フジサンケイビジネスアイ
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賞　名 作品名 発行者 出品者

奨励賞 2018年 掛け軸カレンダー 株式会社新学社 大日本印刷株式会社

奨励賞 WINDSCAPE MINDSCAPE CALENDAR 2018 清水建設株式会社 共同印刷株式会社

奨励賞 THE　PERCEPTION　 瀬味証券印刷株式会社 瀬味証券印刷株式会社

奨励賞 Reflections リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社 光村印刷株式会社

奨励賞 いきいき野生愛（野生動物親子） キグナス石油株式会社 凸版印刷株式会社

奨励賞 2018 Calendar 【Decor】 株式会社日比谷花壇 株式会社　千 修

奨励賞 New Eternity JFE商事株式会社 図書印刷株式会社

奨励賞 2018　TEIJIN　CALENDAR 帝人エージェンシー株式会社 大日本印刷株式会社

奨励賞 和模様　－WAMOYOU－ 株式会社島精機製作所 岡村印刷工業株式会社

奨励賞 Vivid Colors and Impressions 2018 CALENDAR ＹＫＫ ＡＰ 株式会社 共同印刷株式会社

奨励賞 ＳＴＲＯＯＧ　２０１８Ｃａｌｅｎｄaｒ ＳＴＲＯＯＧ 株式会社山田写真製版所

奨励賞 佐藤美絵　2018年カレンダー 甲府信用金庫 瀬味証券印刷株式会社



【第２部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

金賞 FLORA パナホーム株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 ピエール=オーギュスト・ルノワールの生涯と筆跡カレンダー ミサワホーム株式会社 大日本印刷株式会社

金賞 LINGERIE　à　La　MODE 株式会社ワコール 大日本印刷株式会社

金賞 2018ニコンカレンダー 株式会社ニコン 凸版印刷株式会社

銀賞 Takeo Desk Diary 2018 vol.60
「ARTISAN フランスの伝統と革新」

株式会社竹尾 アベイズム株式会社

銀賞 2018Calendar MADO 日精エー・エス・ビー機械株式会社 株式会社山田写真製版所

銀賞 FRANK LLOYD WRIGHT ケイミュー株式会社 図書印刷株式会社

銀賞 World Heritage Journey 世界遺産を訪ねて キヤノンマーケティングジャパン株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 2018年ダイキンお天気カレンダー AIR -移ろう空気- ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 カレンダー2018 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

銀賞 資生堂壁掛けカレンダー　アート版 資生堂アメニティグッズ株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 2018年クリロン化成カレンダー「線(Line)」 クリロン化成株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 Japan Spirits 2018 -CONTRAST- 株式会社リコー リコークリエイティブサービス株式会社

銀賞 MINI 2018 タンブラーカレンダー ビー・エム・ダブリュー株式会社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

賞　名 作品名 発行者 出品者

奨励賞 ハレの日に贈りたい　絵ことばカレンダー　 シャディ株式会社 大日本印刷株式会社

奨励賞 2018年カレンダー(AMAZING) 日本電気株式会社 凸版印刷株式会社

奨励賞 ネイチャーアクアリウムカレンダー2018 株式会社アクアデザインアマノ 株式会社山田写真製版所

奨励賞 阪急電車カレンダー「マルーンの疾風」（マルーンのかぜ） 株式会社 阪急アドエージェンシー 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

奨励賞 BMW Motorrad 2018カレンダー ビー・エム・ダブリュー株式会社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

奨励賞 THE SEASONS　季節の橋 パイオニア株式会社 図書印刷株式会社

奨励賞 四季彩々 ニチハ株式会社 岡村印刷工業株式会社

奨励賞 日本の四季～麗しの色彩～ あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 光村印刷株式会社

第69回　全国カレンダー展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　　
平成29年12月7日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、フジサンケイビジネスアイ



【第３部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

金賞 土門拳写真の旅　　高雄　神護寺、栂尾　高山寺 公益財団法人土門拳記念館 株式会社光陽社

金賞   A Journey in Paper Artisanship手漉きの旅 グレイスカイプロジェクト 大日本印刷株式会社

金賞 ふくろうカレンダー2018 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

金賞 昭和を駆け抜けた国鉄の名列車カレンダー2018 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

銀賞 宙（そら）の日めくりカレンダー 新日本カレンダー株式会社 新日本カレンダー株式会社

銀賞 ２０１８年 ＡＲＴ ＣＡＬＥＮＤＡＲ 株式会社JALブランドコミュニケーション 凸版印刷株式会社

銀賞 ＦＵＫＵＩ　ＣＩＴＹ　２０１８　ＣＡＬＥＮＤＡＲ 福井市 福井市

銀賞 JAL FLEET CALENDAR 2018 大型判 株式会社JALブランドコミュニケーション 図書印刷株式会社

銀賞 荒木経惟 株式会社アートプリントジャパン 株式会社アートプリントジャパン

銀賞 Challengingカレンダー 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

銀賞 宮城まり子とねむの木学園のこどもたちの絵 ねむの木学園 凸版印刷株式会社

銀賞 気仙沼漁師カレンダー2018 気仙沼つばき会 気仙沼つばき会

銀賞 2018年ダイアリー MIHO MUSEUM 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

銀賞 ２０１８ NOUSAKU 株式会社能作 山田写真製版所

第69回　全国カレンダー展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　　
一般社団法人 日本印刷産業連合会、フジサンケイビジネスアイ

平成29年12月7日


