
賞名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 All Roads Lead to Home 横浜ゴム株式会社 大日本印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞 2022 SIGMA カレンダー 株式会社シグマ 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 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

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 PLANET OF LIFE 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 銀賞 GLOW OF LIFE
株式会社小森コーポレー
ション

凸版印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 金賞 EXPRESSION IN METAL 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 Scope 藤森工業株式会社 図書印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 銀賞 現代の芸術　日本絵画－山口蓬春 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 銀賞 令和4年 切絵風版画カレンダー 鎌倉 株式会社プロセス文華堂 株式会社プロセス文華堂

日本印刷産業連合会会長賞 金賞 「日本の彩 2022年 杉浦非水の意匠」 中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

産経新聞社賞 銀賞
2020 TOTO architectual drawing
calendar

TOTO株式会社 凸版印刷株式会社

審査員特別賞（浅葉克己賞）
審査員特別賞（松永真賞）

金賞 co+lab 2022,Calendar + Pencil 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

審査員特別賞（飯沢耕太郎賞） 金賞 2022 CALENDAR CITYSCAPES -silence- 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

審査員特別賞（沼田早苗賞） 銀賞 DISCOVERY OF WONDER（特装版） 旭化成株式会社 大日本印刷株式会社

令和3年12月22日

【第１部門】 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、産経新聞社
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令和3年12月22日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第73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
ワシリー・カンディンスキーの生涯と筆
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
In the Garden works by Kriss
MacDonald

パナソニック ホームズ株
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 2022年カレンダー ＡＩＲ　豊かな空気 ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 金賞 2022年ア・ゼスト壁掛けカレンダー 株式会社ア・ゼスト 凸版印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 2022オリジナルカレンダー アイエスジー株式会社 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞
椿アートコレクション「逆境をのり越え
る」

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

日本マーケティング協会賞 銀賞 鉄道博物館オリジナルカレンダー2022
株式会社ジェイアール東日
本企画

凸版印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 銀賞 Living with nature 株式会社北洲 凸版印刷株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 UDカレンダー 住友生命保険相互会社 大日本印刷株式会社

産経新聞社賞 銀賞 地球・SUMAI
パナソニック ライフソリューショ
ンズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

審査員特別賞(上條喬久賞)
審査員特別賞(奥村靫正賞)

金賞 2022 東京銀座資生堂ビルカレンダー 株式会社資生堂パーラー 共同印刷株式会社

審査員特別賞(善本喜一郎賞) 金賞 modern nature 西松建設株式会社 大日本印刷株式会社

【第２部門】 上位賞 ・ 特別賞　作品リスト
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令和3年12月22日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第73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2022 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 にっぽんのいろ日めくり 新日本カレンダー株式会社 新日本カレンダー株式会社

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞
ネコヨミ ネコブロックカレンダー（無
垢）

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

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞
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

国立印刷局理事長賞 金賞 MIHOMUSEUM DIARY2022 MIHOMUSEUM
日本写真印刷コミュニケー
ションズ株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞
Gastronomy Calendar はこだての美食
2022

ガストロノミーカレンダー
制作委員会

深谷宏治

日本製紙連合会賞 銀賞 若冲の花カレンダー2022 芸艸堂 光村印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 銀賞 Progress　―Twelve Stories
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 金賞 エグゼクティブ玉 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 AKAGI NATURE PARK 株式会社クレディセゾン 図書印刷株式会社

産経新聞社賞 銀賞 A WORLD OF BEAUTY 2022
株式会社JALブランドコ
ミュニケーション

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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令和3年12月22日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第73回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

金　賞 co+lab 2022,Calendar + Pencil 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

金　賞 EXPRESSION IN METAL 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

金　賞 PLANET OF LIFE 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

金　賞 2022 CALENDAR CITYSCAPES -silence- 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

金　賞 「日本の彩 2022年 杉浦非水の意匠」 中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

金　賞 All Roads Lead to Home 横浜ゴム株式会社 大日本印刷株式会社

金　賞 2022 SIGMA カレンダー 株式会社シグマ 大日本印刷株式会社

金　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

金　賞 めぐる生命の木―TREE OF LIFE 三機工業株式会社 大日本印刷株式会社

銀　賞 WINDSCAPE MINDSCAPE 2022 CALENDAR 清水建設株式会社 共同印刷株式会社

銀　賞
2022 FUJIFILM CALENDAR　World
Landscapes by GFX & X Series

富士フイルム株式会社 岡村印刷工業株式会社

銀　賞 GLOW OF LIFE
株式会社小森コーポレー
ション

凸版印刷株式会社

銀　賞 循環する森 西垣林業株式会社 凸版印刷株式会社

銀　賞
2020 TOTO architectual drawing
calendar

TOTO株式会社 凸版印刷株式会社

銀　賞 MEDIUM luminous dropping 松尾建設株式会社 凸版印刷株式会社

銀　賞 現代の芸術　日本絵画－山口蓬春 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

銀　賞
2022 Takasago Calendar Clarity and
Fragrance

高砂香料工業株式会社 凸版印刷株式会社

銀　賞 包めるカレンダー
王子産業資材マネジメント
株式会社

王子産業資材マネジメント
株式会社

銀　賞 暦 日清丸紅飼料株式会社 丸山印刷株式会社

銀　賞
stroog Calendar vol.5 2022 Yamanashi
japan

株式会社ストローグ 株式会社山田写真製版所

銀　賞
モリサワカレンダー二〇二二 麗しきかな
と料紙 冷泉家の至宝

株式会社モリサワ 大日本印刷株式会社

銀　賞
2022年カラーカレンダー（Albert
Koetsier）

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

銀　賞 令和4年 切絵風版画カレンダー 鎌倉 株式会社プロセス文華堂 株式会社プロセス文華堂

銀　賞 HAKARU 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

銀　賞 Scope 藤森工業株式会社 図書印刷株式会社

銀　賞 The Sea and Sea Creatures
コーニングジャパン株式会
社

大日本印刷株式会社

【第１部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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令和3年12月22日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第73回　全国カレンダー展

銀　賞 DISCOVERY OF WONDER（特装版） 旭化成株式会社 大日本印刷株式会社

銀　賞 INSPIRING COLORS OF THE WORLD 住友商事株式会社 大日本印刷株式会社

銀　賞 Stillness コダック合同会社 大日本印刷株式会社

銀　賞 The Way 三菱製紙株式会社 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞 九州賛歌　－笠 青峰ー
株式会社ふくおかフィナン
シャルグループ

凸版印刷株式会社

実行委員会奨励賞 CONNECT WITH CITY LIGHTS　明日への光
パナソニック ライフソリューショ
ンズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

実行委員会奨励賞
2022 TOYO INK GROUP CALENDAR
Symbiosis

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

実行委員会奨励賞
TOWN TO MEET HOPE（希望に出会う町）
CALENDAR 2022

YKK AP株式会社 共同印刷株式会社

実行委員会奨励賞 TAKEO DESK DIARY 2022 未開のことば 株式会社竹尾 町田印刷株式会社

実行委員会奨励賞 SHUTOKO CALENDAR 2022 首都高速道路株式会社 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞 Calendar 2021 The Rothko Room DIC株式会社 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞 ブックカバーカレンダー2022
丸紅情報システムズ株式会
社

図書印刷株式会社

実行委員会奨励賞 6 PIONEERS AGC株式会社 図書印刷株式会社

実行委員会奨励賞 2022　ユニオンカレンダー 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

実行委員会奨励賞 My room becomes the Sea. 瀬味証券印刷株式会 瀬味証券印刷株式会

実行委員会奨励賞
MORITANI ART BOOK SERIES 2022「奏
夢」吉村誠司 作品集

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 Life in All Its Spirit ―生命の瞬き 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 日本化薬株式会社　2022カレンダー 日本化薬株式会社 株式会社山田写真製版所
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令和3年12月22日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第73回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

金　賞 2022年カレンダー ＡＩＲ　豊かな空気 ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

金　賞
ワシリー・カンディンスキーの生涯と筆
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 2022年ア・ゼスト壁掛けカレンダー 株式会社ア・ゼスト 凸版印刷株式会社

金　賞 2022 東京銀座資生堂ビルカレンダー 株式会社資生堂パーラー 共同印刷株式会社

金　賞
In the Garden works by Kriss
MacDonald

パナソニック ホームズ株
式会社

大日本印刷株式会社

金　賞 modern nature 西松建設株式会社 大日本印刷株式会社

金　賞 住友林業の森 住友林業株式会社 大日本印刷株式会社

銀　賞 地球・SUMAI
パナソニック ライフソリューショ
ンズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

銀　賞 Living with nature 株式会社北洲 凸版印刷株式会社

銀　賞 UDカレンダー 住友生命保険相互会社 大日本印刷株式会社

銀　賞 2022オリジナルカレンダー アイエスジー株式会社 凸版印刷株式会社

銀　賞
椿アートコレクション「逆境をのり越え
る」

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 鉄道博物館オリジナルカレンダー2022
株式会社ジェイアール東日
本企画

凸版印刷株式会社

銀　賞
2022年点字カレンダー「心に響く日本の
音風景」

株式会社ゼネラルアサヒ 株式会社ゼネラルアサヒ

銀　賞
Canon Calendar 2022 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 日本の空間美
パナソニック ライフソリューショ
ンズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

銀　賞 MINI Calendar 2022　BIG LOVE.
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

銀　賞 THE ART OF SOUND ヤマハ株式会社
株式会社ヤマハコーポレー
トサービス

銀　賞 Picturesque Aquarium AQUA ART 株式会社アクア・アート 株式会社ハラプレックス

銀　賞 オーナー向けカレンダー 住友林業株式会社 大日本印刷株式会社

銀　賞 カレンダー2022 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

銀　賞 LEXUS CALENDAR 2022 トヨタ自動車株式会社
トヨタ・コニック・プロ株
式会社

実行委員会奨励賞 能・狂言の装束2 カメイ株式会社 凸版印刷株式会社

実行委員会奨励賞 日本の四季カレンダー　プラチナ版 日本生命保険相互会社 岡村印刷工業株式会社

実行委員会奨励賞 型絵染め「万葉の風景」大和路 奈良信用金庫 岡村印刷工業株式会社

実行委員会奨励賞
In the Garden works by Kriss
MacDonald

パナソニック ホームズ株
式会社

大日本印刷株式会社

【第２部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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令和3年12月22日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第73回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

金　賞
ネコヨミ ネコブロックカレンダー（無
垢）

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

金　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

金　賞 気仙沼漁師カレンダー2022 気仙沼つばき会 株式会社バンブーカット

金　賞 MIHOMUSEUM DIARY2022 MIHOMUSEUM
日本写真印刷コミュニケー
ションズ株式会社

金　賞 エグゼクティブ玉 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

金　賞 にっぽんのいろ日めくり 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 A WORLD OF BEAUTY 2022
株式会社JALブランドコ
ミュニケーション

大日本印刷株式会社

銀　賞 AKAGI NATURE PARK 株式会社クレディセゾン 図書印刷株式会社

銀　賞
Gastronomy Calendar はこだての美食
2022

ガストロノミーカレンダー
制作委員会

深谷宏治

銀　賞 若冲の花カレンダー2022 芸艸堂 光村印刷株式会社

銀　賞 Progress　―Twelve Stories
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 きっぷカレンダー2022
Kumpel（山口証券印刷株式
会社）

Kumpel（山口証券印刷株式
会社）

実行委員会奨励賞
婦人之友社　表紙画コレクション　アー
トカレンダー2022　奥村土牛

婦人之友社 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞
いわさきちひろポストカードカレンダー
2022

有限会社いわさきちひろ作
品普及会

共同印刷株式会社

実行委員会奨励賞 NATURE AQUARIUM CALENDAR 2O22 AQUA DESIGN AMANO 株式会社山田写真製版所

実行委員会奨励賞
宮澤正明 × 本田健 レッドドラゴンカレ
ンダー 2022 ー奇跡のPower Spotー

株式会社マスターワークス 株式会社千修

【第３部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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