
賞名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞
「日本の彩 2021年 竹久夢二の意
匠」

中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞 Meta-morphose 藤森工業株式会社 図書印刷株式会社

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 History of 130 Years 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 金賞 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 銀賞 『光彩の四季』 Harmony of Nature 住友ベークライト株式会社 大日本印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 KAGOZOME LIGHTS 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 銀賞
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

全国中小企業団体中央会会長賞 銀賞 永遠（とわ）の原風景 西垣林業株式会社 凸版印刷株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 金賞
2021年カレンダー　ＡＩＲ　めぐる空
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 銀賞 伝　紀貫之筆　「寸松庵色紙」のかな 株式会社モリサワ 凸版印刷株式会社

審査員特別賞(浅葉克己賞) 銀賞 2021三菱電機カレンダー　感謝 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

審査員特別賞(松永真賞) 金賞 Architectural Drawing Calendar TOTO株式会社 凸版印刷株式会社

審査員特別賞(上條喬久賞) 銀賞 Joy of life 丸善雄松堂株式会社 大日本印刷株式会社

審査員特別賞(奥村靫正賞) 銀賞
WINDSCAPE MINDSCAPE 2021
CALENDAR

清水建設株式会社 共同印刷株式会社

審査員特別賞(善本喜一郎賞) 金賞 2021 Kodak Calendar ONGOING コダックジャパン 大日本印刷株式会社

審査員特別賞(飯沢耕太郎賞) 銀賞 modern nature 西松建設株式会社 大日本印刷株式会社

令和2年12月24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、フジサンケイビジネスアイ

第72回　全国カレンダー展
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令和2年12月24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72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
ポール・ゴーギャンの生涯と筆跡カ
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
2021年オリンパス／WWFカレン
ダー「Alaskan Summer／夏のアラス
カ‐小さないのちの大きな時間」

オリンパス株式会社 凸版印刷株式会社

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 PEACEFUL パナソニック ホームズ株式会社 凸版印刷株式会社

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 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

国立印刷局理事長賞 銀賞
受け継がれる世界の叡智　豊かな知
～バチカン図書館～

NTTデータマネジメントサービス株式
会社

凸版印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 KIRAMEKI   -希望の光- 住友建機株式会社 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 Artist + Architect = Archist 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
2021年東芝プレミアムカレンダー
「THE ART OF MASTERPIECES」

東芝ビジネスエキスパート株式会社 大日本印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 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
徳川美術館　蔵品カレンダー　―四
季のうつろいをいつくしむ―

公益財団法人徳川黎明会　徳川美
術館

竹田印刷株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞 ART OF SOUND ヤマハ株式会社 株式会社エイチケイグラフィックス

審査員特別賞(沼田早苗賞) 銀賞
Canon Calendar 2021 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

【第２部門】 上位賞 ・ 特別賞　作品リスト
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令和2年12月24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72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2021 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 ネコヨミ ネコブロックカレンダー
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 エグゼクティブ玉カレンダー 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 金賞 あじさい木版画カレンダー2021 社会福祉法人共生社 社会福祉法人共生社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 AKAGI NATURE PARK 株式会社クレディセゾン 図書印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 ワイルドバード・カレンダー2021 公益財団法人日本野鳥の会 光村印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 銀賞 刻の葉
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
ＢＥＡＵＴＹ ＯＦ ＮＡＴＵＲＥ ＡＱＵＡ
ＲＩＵＭ ２０２１

ＡＱＵＡ ＤＥＳＩＧＮ ＡＭＡＮＯ 株式会社山田写真製版所

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 MIHOMUSEUM DIARY2021 MIHO MUSEUM
日本写真印刷コミュニケーションズ
株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞
TIME [ 365 / 8760 / 525600]
1/3、2/3、3/3

asamiimasa 大谷朝美

審査員特別賞(谷口広樹賞) 銀賞
婦人之友社　表紙画コレクション
アートカレンダー2021　片岡球子

婦人之友社 光村印刷株式会社

【第３部門】 上位賞 ・ 特別賞　作品リスト
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令和2年12月24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72回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

　金　賞 2021 Kodak Calendar ONGOING コダックジャパン 大日本印刷株式会社

　金　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

　金　賞 History of 130 Years 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

　金　賞 Architectural Drawing Calendar TOTO株式会社 凸版印刷株式会社

　金　賞
「日本の彩 2021年 竹久夢二の意
匠」

中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

　金　賞
2021年カレンダー　ＡＩＲ　めぐる空
気

ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

　金　賞 Meta-morphose 藤森工業株式会社 図書印刷株式会社

　金　賞 ONE WAY TO HOPE 横浜ゴム株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞
WINDSCAPE MINDSCAPE 2021
CALENDAR

清水建設株式会社 共同印刷株式会社

　銀　賞 modern nature 西松建設株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 KAGOZOME LIGHTS 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 伝　紀貫之筆　「寸松庵色紙」のかな 株式会社モリサワ 凸版印刷株式会社

　銀　賞 永遠（とわ）の原風景 西垣林業株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　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

　銀　賞 2021三菱電機カレンダー　感謝 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 Joy of life 丸善雄松堂株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 『光彩の四季』 Harmony of Nature 住友ベークライト株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞
Splendid Color Trip（すてきな色彩旅
行） 2021CALENDAR

YKK AP株式会社 共同印刷株式会社

　銀　賞 うるわしき日本の息吹 ふくおかフィナンシャルグループ 大日本印刷株式会社

　銀　賞
DAWN -After night comes a bright
day-

コーニングジャパン株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 現代の芸術　日本絵画－加山又造 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 Fragrance of Flora 高砂香料工業株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 Calendar 2021 The Rothko Room DIC株式会社 光村印刷株式会社

　銀　賞 HAKARU 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

【第１部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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令和2年12月24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72回　全国カレンダー展

　銀　賞 FORWARD
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

　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 五行興隆―Nature Flows 三機工業株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 コーポレートカレンダー 住友林業株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 2021 Calendar "Smile" 三菱製紙株式会社 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞
TAKEO DESK DIARY 2021 vol.63
「地球の日めくり」

株式会社竹尾 町田印刷株式会社

実行委員会奨励賞 YPP 10Colors　calendar　2021 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所

実行委員会奨励賞 Stroog Calendar 2021 株式会社ストローグ 株式会社山田写真製版所

実行委員会奨励賞
2021 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

実行委員会奨励賞 Scent of the Seasons 生命の息吹 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 VERTICAL & HORIZONTAL 松尾建設株式会社 凸版印刷株式会社

実行委員会奨励賞
2021 UNION CALENDAR「JIN
HASHIMOTO」

株式会社ユニオン 凸版印刷株式会社

実行委員会奨励賞
MORITANI ART BOOK SERIES
「2021 History-筆一本旅の途中-」西
田俊英 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 ブックカバーカレンダー2021 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 染の路（そめのみち） 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
2021 Kyoritsu Art Calendar 伊藤若
冲「生きとし生けるもの」

共立製薬株式会社 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞 2021 BANANA PAPER CALENDAR 戸田建設株式会社 株式会社千修

実行委員会奨励賞
2021 Calendar モネの睡蓮を彩る
日本の伝統美

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

実行委員会奨励賞 Splendors of Earth 住友商事株式会社 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
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令和2年12月24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72回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

　金　賞
ポール・ゴーギャンの生涯と筆跡カ
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 PEACEFUL パナソニック ホームズ株式会社 凸版印刷株式会社

　金　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

　金　賞
2021年オリンパス／WWFカレン
ダー「Alaskan Summer／夏のアラス
カ‐小さないのちの大きな時間」

オリンパス株式会社 凸版印刷株式会社

　金　賞
2021 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 LEXUS CALENDAR 2021 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

　金　賞
２０２１オリジナルカレンダー ～ペッ
トと過ごすおうち時間～

アイ・エス・ガステム株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞 ART OF SOUND ヤマハ株式会社 株式会社エイチケイグラフィックス

　銀　賞
2021年東芝プレミアムカレンダー
「THE ART OF MASTERPIECES」

東芝ビジネスエキスパート株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 KIRAMEKI   -希望の光- 住友建機株式会社 凸版印刷株式会社

　銀　賞
受け継がれる世界の叡智　豊かな知
～バチカン図書館～

NTTデータマネジメントサービス株式
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
Canon Calendar 2021 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 Artist + Architect = Archist ケイミュー株式会社 図書印刷株式会社

　銀　賞
徳川美術館　蔵品カレンダー　―四
季のうつろいをいつくしむ―

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 だれのうんち？ 株式会社イオンファンタジー
株式会社電通・株式会社イオンファ
ンタジー

　銀　賞
タイルカレンダー 暮らしを彩るボタ
ニカルタイル

株式会社LIXIL 大日本印刷株式会社

　銀　賞
MAGICAL DESTINATIONS 2021-忘
れられない旅へ

住友生命保険相互会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 日本の空間美Ⅵ－「佳彩」－
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 Colourful Moments with Audi 2021 アウディジャパン株式会社 株式会社電通デジタル

　銀　賞 カレンダー2021 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

　銀　賞 雪月風花 七十二候の暦 株式会社JIMOS 新日本カレンダー株式会社

実行委員会奨励賞 ReCREATE MINI CALENDAR 2021 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

実行委員会奨励賞
Botanical story  ～心なごむ、押し
花と水彩画の出会い～

三省製薬株式会社 岡村印刷工業株式会社

【第２部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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令和2年12月24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72回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

　金　賞 あじさい木版画カレンダー2021 社会福祉法人共生社 社会福祉法人共生社

　金　賞 気仙沼漁師カレンダー2021 気仙沼つばき会 株式会社バンブーカット

　金　賞 エグゼクティブ玉カレンダー 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

　金　賞 ネコヨミ ネコブロックカレンダー
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
ＢＥＡＵＴＹ ＯＦ ＮＡＴＵＲＥ ＡＱＵＡ
ＲＩＵＭ ２０２１

ＡＱＵＡ ＤＥＳＩＧＮ ＡＭＡＮＯ 株式会社山田写真製版所

　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 MIHOMUSEUM DIARY2021 MIHO MUSEUM
日本写真印刷コミュニケーションズ
株式会社

　銀　賞 刻の葉
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 ワイルドバード・カレンダー2021 公益財団法人日本野鳥の会 光村印刷株式会社

　銀　賞
婦人之友社　表紙画コレクション
アートカレンダー2021　片岡球子

婦人之友社 光村印刷株式会社

　銀　賞
TIME [ 365 / 8760 / 525600]
1/3、2/3、3/3

asamiimasa 大谷朝美

　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

実行委員会奨励賞
いわさきちひろ　CHIHIRO IWASAKI
2021

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
いわさきちひろポストカードカレン
ダー2021

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
東京2020公式アートポスタ―　カレ
ンダー　1/2、2/2

凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

実行委員会奨励賞 アーティゾン美術館カレンダー2021
公益財団法人 石橋財団 アーティゾ
ン美術館

光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞 若冲の花カレンダー2021 芸艸堂 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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