
※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

内閣総理大臣賞 金賞 Lovely Friends パナソニック ホームズ株式会社 凸版印刷株式会社

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 TAPESTRY OF LIGHT 「光耀」 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞
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

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 BRIDGESTONE壁掛けカレンダー 株式会社ブリヂストン 凸版印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 金賞 2019 Calendar　Feel the Color
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

日本商工会議所会頭賞 銀賞
日本の彩 2019年
匿名の意匠・陶器模様

中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 Spectacular Landscapes 住友商事株式会社 大日本印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 銀賞
2019年ダイキンAIRカレンダー
ＡＩＲ －旅する空気－

ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞／
審査員特別賞(松永真賞)

金賞 SKY
株式会社エムエスアート　/
株式会社ソーシャルデザインネットワーク
ス

株式会社エムエスアート

日本印刷産業連合会会長賞 金賞
GRAPHIC CALENDAR
（グラフィックカレンダー）

岩岡印刷工業株式会社 岩岡印刷工業株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞 2019 Drawing Calendar シナネンホールディングス株式会社 大日本印刷株式会社

審査員特別賞(浅葉克己賞) 金賞
TOYO INK GROUP 2019 CALENDAR
NEW MODERN

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

審査員特別賞(沼田早苗賞) 銀賞 Japan Spirits 2019　－紙の守人－ 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

審査員特別賞(善本喜一郎賞) 銀賞 2019 CALENDAR 株式会社スターフライヤー JR九州エージェンシー

審査員特別賞(飯沢耕太郎賞) 銀賞 杣人の森 西垣林業株式会社 凸版印刷株式会社

平成31年1月10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70回　全国カレンダー展

内閣総理大臣賞

【第１部門】 上位賞 ・ 特別賞　作品リスト
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※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

平成31年1月10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70回　全国カレンダー展

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞
フレデリック・フランソワ・ショパンの
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

文部科学大臣賞 金賞 地球・SUMAI パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 2019年Hondaモータースポーツカレンダー 株式会社ホンダコムテック 凸版印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 金賞 2019 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

日本商工会議所会頭賞 銀賞 ARカレンダー2019 中野ブロードウェイ商店街振興組合 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞
2019年日立海外向けカレンダー
Lumada～未来を照らす～

株式会社日立製作所 株式会社日立ドキュメントソリューションズ

日本マーケティング協会賞 銀賞 LEXUS CALENDAR 2019 トヨタ自動車株式会社 西川コミュニケーションズ株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 銀賞 2019仏像カレンダー 全国優良仏壇専門店会 大日本印刷株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞
タイルカレンダー 豊かさへの憧れ
　「和製マジョリカタイル」

株式会社LIXIL 大日本印刷株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞 カレンダー２０１９ （壁掛） 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

【第２部門】 上位賞 ・ 特別賞　作品リスト
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※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

平成31年1月10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70回　全国カレンダー展

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 気仙沼漁師カレンダー2019 気仙沼つばき会 株式会社バンブーカット

文部科学大臣賞 金賞
『ジョジョの奇妙な冒険』
日めくりカレンダー

株式会社集英社 図書印刷株式会社

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞
東日本大震災復興支援
チャリティカレンダー2019  光の様式

株式会社大伸社 みちのく応援団 株式会社大伸社 みちのく応援団

経済産業省商務情報政策局長賞／
審査員特別賞(古川タク賞)

金賞
Aquirax Uno ＋　Shin Sobue
Handwritten Calendar

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

国立印刷局理事長賞 銀賞 エグゼクティブ玉 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞
宮城まり子とねむの木学園の
こどもたちの絵

学校法人 ねむの木学園 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 2019カレンダー L　“Music” 公益財団法人石橋財団 光村印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 銀賞
バランス動物カレンダー
「月の干支を知ろう！」

株式会社DNPコミュニケーションデザイン 大日本印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 銀賞 若冲の花カレンダー 芸艸堂 光村印刷株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 ワイルドバード・カレンダー 2019 公益財団法人日本野鳥の会 光村印刷株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞
四季を彩る
—徳川美術館絵画コレクション—

公益財団法人徳川黎明会　徳川美術館 竹田印刷株式会社

審査員特別賞(上條喬久賞) 銀賞 色即是○即是色
AQUARIUS NAGOYA
（株式会社アクエリアス）

大日本印刷株式会社

【第３部門】 上位賞 ・ 特別賞　作品リスト
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※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

平成31年1月10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70回　全国カレンダー展

　賞　名 作品名 発行者 出品者

　金　賞 TAPESTRY OF LIGHT 「光耀」 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

　金　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

　金　賞 BRIDGESTONE壁掛けカレンダー 株式会社ブリヂストン 凸版印刷株式会社

　金　賞 2019 Calendar　Feel the Color
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

　金　賞 SKY
株式会社エムエスアート　/
株式会社ソーシャルデザインネットワーク
ス

株式会社エムエスアート

　金　賞
GRAPHIC CALENDAR
（グラフィックカレンダー）

岩岡印刷工業株式会社 岩岡印刷工業株式会社

　金　賞
TOYO INK GROUP 2019 CALENDAR
NEW MODERN

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 2019 UNION Calendar / Ono Kouseki 株式会社ユニオン
日本写真印刷コミュニケーションズ株式
会社

　銀　賞
日本の彩 2019年
匿名の意匠・陶器模様

中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

　銀　賞 Spectacular Landscapes 住友商事株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞
2019年ダイキンAIRカレンダー
ＡＩＲ －旅する空気－

ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 2019 Drawing Calendar シナネンホールディングス株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 Japan Spirits 2019　－紙の守人－ 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 2019 CALENDAR 株式会社スターフライヤー JR九州エージェンシー

　銀　賞 杣人の森 西垣林業株式会社 凸版印刷株式会社

　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
2019 ZACROS CALENDAR
二宮郁子のカリグラフィー

藤森工業株式会社 図書印刷株式会社

　銀　賞 2019カレンダー 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞
Joseph Cornell
～ジョゼフ・コーネルの世界～

DIC株式会社 光村印刷株式会社

　銀　賞 Over the Century 三菱製紙株式会社 光村印刷株式会社

　銀　賞
2019 Kodak Calendar
REVELATION vol.2

コダックジャパン 大日本印刷株式会社

　銀　賞
2019 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 2019 WINDSCAPE MINDSCAPE 清水建設株式会社 共同印刷株式会社

　銀　賞 THE SEASONS パイオニア株式会社 図書印刷株式会社

【第１部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト

4/7



※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

平成31年1月10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70回　全国カレンダー展

　銀　賞
2019年松尾建設カレンダー
小嶋勇「ＥＡＲＴＨ」

松尾建設株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 日本のかたち 支 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

　銀　賞
2019 Calendar
ワシントン・ナショナル・ギャラリー

株式会社西日本フィナンシャルホール
ディングス

凸版印刷株式会社

　銀　賞 TAKEO DESK DIARY 2019 株式会社竹尾 株式会社坂井印刷所

　銀　賞
Harmonyポスターカレンダー 2019
 “Holo-Scape”

三機工業株式会社 大日本印刷株式会社

　実行委員会奨励賞
MORITANI ART BOOK SERIES カレン
ダー「2019　Poetry of the Land」

株式会社 GM INVESTMENTS／
株式會社 守谷商會

大日本印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 SEASONS of DELIGHT 東ソー株式会社 大日本印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 棟方志功カレンダー 株式会社新学社 大日本印刷株式会社

　実行委員会奨励賞
2019年ルネサス
エレクトロニクスカレンダー

ルネサス エレクトロニクス株式会社 凸版印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 2019 Architectural Drawing Calendar TOTO株式会社 凸版印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 優婉閑雅（ゆうえんかんが） 瀬味証券印刷株式会社 瀬味証券印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 Beauty of “WA” 和の美 JFE商事株式会社 図書印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 HAKARU ガソリン計量機の歴史 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 Unique SAIJIKI / 日本 歳時記 カシオ計算機株式会社 株式会社クリエイティブ三創

　実行委員会奨励賞 木と生きる幸福。住友林業グループ 住友林業株式会社 共同印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 STROOG 2019　Calendar 株式会社STROOG 株式会社山田写真製版所

　実行委員会奨励賞 シャープ企業カレンダー シャープ株式会社 岡村印刷工業株式会社

　実行委員会奨励賞
2019年版
ビーバンジョアオリジナルカレンダー

ビーバンジョア株式会社 岡村印刷工業株式会社

　実行委員会奨励賞 ミュシャ展　CALENDAR2019 日本テレビ放送網株式会社 光村印刷株式会社
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※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

平成31年1月10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70回　全国カレンダー展

　賞　名 作品名 発行者 出品者

　金　賞 Lovely Friends パナソニック ホームズ株式会社 凸版印刷株式会社

　金　賞
フレデリック・フランソワ・ショパンの
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 地球・SUMAI パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

　金　賞 2019年Hondaモータースポーツカレンダー 株式会社ホンダコムテック 凸版印刷株式会社

　金　賞 2019 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

　金　賞 2019 ARTWARE CALENDAR 株式会社ユニオン 大日本印刷株式会社

　銀　賞 ARカレンダー2019 中野ブロードウェイ商店街振興組合 凸版印刷株式会社

　銀　賞
2019年日立海外向けカレンダー
Lumada～未来を照らす～

株式会社日立製作所 株式会社日立ドキュメントソリューションズ

　銀　賞 LEXUS CALENDAR 2019 トヨタ自動車株式会社 西川コミュニケーションズ株式会社

　銀　賞 2019仏像カレンダー 全国優良仏壇専門店会 大日本印刷株式会社

　銀　賞
タイルカレンダー 豊かさへの憧れ
　「和製マジョリカタイル」

株式会社LIXIL 大日本印刷株式会社

　銀　賞 カレンダー２０１９ （壁掛） 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

　銀　賞 2019年オリンパス写真カレンダー オリンパス株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 シマノ2019年魚拓カレンダー 株式会社シマノ 凸版印刷株式会社

　銀　賞 Lovely Friends （ポストカードカレンダー） パナソニック ホームズ株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 日本の空間美 パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 日本の四季～薫りたつ風～ 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

　銀　賞 カレンダー２０１９ （卓上） 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

　銀　賞 琳空山 慶集寺　創建三百周年記念暦 琳空山 慶集寺 株式会社山田写真製版所

　銀　賞 2019 Calendar 花符 株式会社日比谷花壇 株式会社 千修

　実行委員会奨励賞 ショップチャンネルカレンダー2019 ジュピターショップチャンネル株式会社 共同印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 金澤翔子オリジナルカレンダー「亥」 香希画廊 株式会社山田写真製版所

　実行委員会奨励賞 MINI CLOCK CALENDAR 2019 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

【第２部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

平成31年1月10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70回　全国カレンダー展

　賞　名 作品名 発行者 出品者

　金　賞 気仙沼漁師カレンダー2019 気仙沼つばき会 株式会社バンブーカット

　金　賞
『ジョジョの奇妙な冒険』
日めくりカレンダー

株式会社集英社 図書印刷株式会社

　金　賞
東日本大震災復興支援 チャリティカレン
ダー2019  光の様式

株式会社大伸社 みちのく応援団 株式会社大伸社 みちのく応援団

　金　賞
Aquirax Uno ＋　Shin Sobue
Handwritten Calendar

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 エグゼクティブ玉 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

学校法人 ねむの木学園 凸版印刷株式会社

　銀　賞 2019カレンダー L “Music” 公益財団法人石橋財団 光村印刷株式会社

　銀　賞
バランス動物カレンダー
「月の干支を知ろう！」

株式会社DNPコミュニケーションデザイン 大日本印刷株式会社

　銀　賞 若冲の花カレンダー 芸艸堂 光村印刷株式会社

　銀　賞 ワイルドバード・カレンダー 2019 公益財団法人日本野鳥の会 光村印刷株式会社

　銀　賞
四季を彩る
—徳川美術館絵画コレクション—

公益財団法人徳川黎明会　徳川美術館 竹田印刷株式会社

　銀　賞 色即是○即是色
AQUARIUS NAGOYA（株式会社アクエリ
アス）

大日本印刷株式会社

　実行委員会奨励賞
「Red Dragon」
2019奇跡の光景が呼び込む幸運カレン
ダー

株式会社マスターワークス 株式会社 千修

　実行委員会奨励賞 2019年MIHO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

　実行委員会奨励賞
ジョルジュ・ルオー展　紙製リングカレン
ダー

パナソニック株式会社 光村印刷株式会社

【第３部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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