
賞名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 The Mysterious Farm 株式会社エムエスアート 株式会社エムエスアート

文部科学大臣賞 金賞
2023 TOYO INK GROUP CALENDAR
PERSPECTIVE

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

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 「日本の彩 2023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

国立印刷局理事長賞 銀賞
「日本の伝統色と文様　襲ね(かさね)の
色目」

株式会社T＆K TOKA 田中産業株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 片山鋲螺工業壁掛けカレンダー 片山鋲螺工業株式会社 株式会社北斗社

日本製紙連合会賞
日本グラフィックデザイン協会賞 銀賞 暦 日清丸紅飼料株式会社 丸山印刷株式会社

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  エレクトリックワー
クス 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 金賞
2023年ユニオンカレンダー"RUNA
KOSOGAWA"

株式会社ユニオン 凸版印刷株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 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

産経新聞社賞 金賞
100th Anniversary
[KOMORI 2023 CALENDAR]

株式会社小森コーポレー
ション

凸版印刷株式会社

審査員特別賞（浅葉克己賞） 銀賞
現代の芸術
日本絵画ー福田平八郎

凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

審査員特別賞（松永真賞） 金賞 LAB.106 2023 CALENDAR LAB.106 株式会社アデスティ

審査員特別賞（奥村靫正賞） 銀賞
2023 Kyoritsu Art Calendar 鳥獣人物
戯画

共立製薬株式会社 光村印刷株式会社

審査員特別賞（沼田早苗賞） 銀賞
育む人　顔が見える農園探訪　2023カレ
ンダー

顔が見える農産物。生産流
通推進協議会

株式会社シフラ

審査員特別賞（長嶋正光賞） 銀賞 DISCOVERY OF WONDER 旭化成株式会社 大日本印刷株式会社

審査員特別賞（飯沢耕太郎賞） 金賞
2023 CALENDAR
CITYSCAPES -discovery-

株式会社大林組 凸版印刷株式会社
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一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社
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一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第74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 PEACE
パナソニックホームズ株式
会社

凸版印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞
アントニ・ガウディ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 2023 SIGMA カレンダー 株式会社シグマ 大日本印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 金賞
キヤノン／WWFカレンダー2023「視線と視点～野生動物
の視線と岩合光昭の視点～」

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

日本商工会議所会頭賞 銀賞 能・狂言の装束３ カメイ株式会社 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 豪華箔押カレンダー 村田金箔グループ 株式会社アロー企画

日本マーケティング協会賞 銀賞 2023年カレンダー ＡＩＲ　よりそう空気 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 金賞 AZEST 2023 CALENDAR（壁掛け） 株式会社ア・ゼスト 凸版印刷株式会社

日本グラフィックデザイン協会
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 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

産経新聞社賞 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

【第２部門】 上位賞 ・ 特別賞　作品リスト
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令和5年1月26日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第74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 FLUCTUATION
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

文部科学大臣賞 金賞 ニュアンスカラーカレンダー 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 co+lab カレンダー 2023 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

国立印刷局理事長賞 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

日本商工会議所会頭賞 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

日本製紙連合会賞 銀賞 季節を奏でる ピフポフカレンダー papernica-ペパニカ- 大日本印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 金賞 AKAGI NATURE PARK 2023 CALENDAR 株式会社クレディセゾン 凸版印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 金賞 Seasonal Handkerchief 2023 mumea 大日本印刷株式会社

日本グラフィックデザイン協会
賞

銀賞 KAKIMOTO MOE　calendar　2023 柿本萌 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 宙（そら）の壁掛けカレンダー（黒） 新日本カレンダー株式会社 新日本カレンダー株式会社

産経新聞社賞 銀賞
婦人之友社　表紙画コレクション　アー
トカレンダー2023　藤田嗣治

株式会社婦人之友社 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5年1月26日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第74回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

金賞 The Mysterious Farm 株式会社エムエスアート 株式会社エムエスアート

金賞
2023 TOYO INK GROUP CALENDAR
PERSPECTIVE

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 「日本の彩 2023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
2023年ユニオンカレンダー"RUNA
KOSOGAWA"

株式会社ユニオン 凸版印刷株式会社

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
100th Anniversary
[KOMORI 2023 CALENDAR]

株式会社小森コーポレー
ション

凸版印刷株式会社

金賞 LAB.106 2023 CALENDAR LAB.106 株式会社アデスティ

金賞
2023 CALENDAR
CITYSCAPES -discovery-

株式会社大林組 凸版印刷株式会社

金賞 Luminary
コーニングジャパン株式会
社

大日本印刷株式会社

銀賞
「日本の伝統色と文様　襲ね(かさね)の
色目」

株式会社T＆K TOKA 田中産業株式会社

銀賞 片山鋲螺工業壁掛けカレンダー 片山鋲螺工業株式会社 株式会社北斗社

銀賞 暦 日清丸紅飼料株式会社 丸山印刷株式会社

銀賞 CONNECT WITH CITY LIGHTS　明日への光
パナソニック  エレクトリックワー
クス クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞
現代の芸術
日本絵画ー福田平八郎

凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞
2023 Kyoritsu Art Calendar 鳥獣人物
戯画

共立製薬株式会社 光村印刷株式会社

銀賞
育む人　顔が見える農園探訪　2023カレ
ンダー

顔が見える農産物。生産流
通推進協議会

株式会社シフラ

銀賞 DISCOVERY OF WONDER 旭化成株式会社 大日本印刷株式会社

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

株式会社チューエツ

銀賞
2023 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 SOUND 松尾建設株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 Ｍoments in history 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 2023 SELECTED MASTERPIECES 株式会社三井住友銀行 凸版印刷株式会社

銀賞 竹尾ディスクダイアリー２０２３ 株式会社竹尾 株式会社山田写真製版所

銀賞 Art Calendar 2023 伊庭靖子 光村印刷株式会社 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

銀賞 VISION⇄ACTION 藤森工業株式会社 図書印刷株式会社

銀賞 2023 TINGA TINGA ART CALENDAR
JFEホールディングス株式
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5年1月26日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第74回　全国カレンダー展

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

銀賞 FUTURE BEYOND　-To a New Era- 電源開発株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 MORE ADVENTURES
OMデジタルソリューション
ズ株式会社

大日本印刷株式会社

実行委員会奨励賞 世界の風景カレンダー 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
プラチナ版　日本の四季カレンダー　日
本画・石踊達哉の世界

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 Colors of Time JFE商事株式会社 図書印刷株式会社

実行委員会奨励賞 伊藤忠絵画カレンダー 伊藤忠商事株式会社 図書印刷株式会社

実行委員会奨励賞 WINDSCAPE MINDSCAPE 2023 CALENDAR 清水建設株式会社 共同印刷株式会社

実行委員会奨励賞
Rhythm of the Earth（大地のリズム）
2023Calendar

YKK AP株式会社 共同印刷株式会社

実行委員会奨励賞 Earth as Theater 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 Nissui Calendar 2023 株式会社ニッスイ 大日本印刷株式会社

実行委員会奨励賞
「ＹＰＰ１０Ｃｏｌｏｒｓ　Ｃａｌｅｎ
ｄｅｒ　２０２３」

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 2023 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 2023 VIPカレンダー TACHIKI YOSHIE
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 2023 Architectural Drawing Calendar TOTO株式会社 凸版印刷株式会社

実行委員会奨励賞
2023 Takasago Calendar Fragrance of
Beauty

高砂香料工業株式会社 凸版印刷株式会社

実行委員会奨励賞 TENSHU JAPANESE CASTLE CALENDAR 2023 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
DIC Calendar 2023 The Museum and
Light

DIC株式会社 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞
2023年カラーカレンダー（かけがえのな
い地球の仲間）

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 SHUTOKO CALENDAR 2023 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 2023年　七彩カレンダー 株式会社七彩 株式会社千修

実行委員会奨励賞
MORITANI ART CALENDAR 2023「L'air du
voyage」福島唯史 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
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令和5年1月26日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第74回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

金賞 PEACE
パナソニックホームズ株式
会社

凸版印刷株式会社

金賞
アントニ・ガウディ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 2023 SIGMA カレンダー 株式会社シグマ 大日本印刷株式会社

金賞
キヤノン／WWFカレンダー2023「視線と視
点～野生動物の視線と岩合光昭の視点
～」

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 AZEST 2023 CALENDAR（壁掛け） 株式会社ア・ゼスト 凸版印刷株式会社

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

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 日本化薬カレンダー２０２３ 日本化薬株式会社 株式会社山田写真製版所

銀賞 能・狂言の装束３ カメイ株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 豪華箔押カレンダー 村田金箔グループ 株式会社アロー企画

銀賞 2023年カレンダー ＡＩＲ　よりそう空気 ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 Living with nature 株式会社北洲 凸版印刷株式会社

銀賞
2023オリジナルカレンダー
～世代を超えて愛される昭和レトロ～

アイエスジー株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 地球・SUMAI
パナソニック  エレクトリックワー
クス クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞
2023年 機能カレンダー Blooming
Happiness

トヨタ自動車株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 A WORLD OF BEAUTY 2023
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 2023 CALENDAR MINI GREEN 365.
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 wa ta si wa カレンダー2023 えむの会 株式会社山田写真製版所

銀賞 NATURE　AQUARIUM　CALENDAR　２０２３
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

銀賞 ものがたりの家 ケイミュー株式会社 図書印刷株式会社

銀賞 色採 vol.4 西松建設株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 modern nature 西松建設株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 THE 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

実行委員会奨励賞 AZEST 2023 CALENDAR（卓上） 株式会社ア・ゼスト 凸版印刷株式会社

【第２部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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令和5年1月26日

一般社団法人 日本印刷産業連合会、産経新聞社

第74回　全国カレンダー展

賞名 作品名 発行者 出品者

金賞 FLUCTUATION
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 ニュアンスカラーカレンダー 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

金賞 co+lab カレンダー 2023 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 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 AKAGI NATURE PARK 2023 CALENDAR 株式会社クレディセゾン 凸版印刷株式会社

金賞 Seasonal Handkerchief 2023 mumea 大日本印刷株式会社

金賞 2023 MOON CALENDAR
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
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 季節を奏でる ピフポフカレンダー papernica-ペパニカ- 大日本印刷株式会社

銀賞 KAKIMOTO MOE　calendar　2023 柿本萌 株式会社山田写真製版所

銀賞 宙（そら）の壁掛けカレンダー（黒） 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
婦人之友社　表紙画コレクション　アー
トカレンダー2023　藤田嗣治

株式会社婦人之友社 光村印刷株式会社

銀賞 MIHO MUSEUM DIARY 2023 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 calenart one calenart
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 2023 SEILIN CALENDAR 株式会社聖林公司
日本写真印刷コミュニケー
ションズ株式会社

【第３部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト

7/7


