
※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

経済産業大臣賞 金賞 A TAPESTRY OF LIGHT　光耀 三菱電機株式会社 凸版印刷（株）

文部科学大臣賞 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 HAKARU 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 銀賞 「日本の彩 2020年　伊藤若冲の意匠」 中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 2020年カレンダー ＡＩＲ　満ちる空気 ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 INSTALLATION 佐藤金属株式会社 凸版印刷（株）

日本マーケティング協会賞 銀賞
2020 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

全国中小企業団体中央会会長賞 金賞 Sound of Ikebana: Four Seasons 株式会社ユニオン 凸版印刷（株）

日本印刷産業連合会会長賞 金賞 伝 小野道風筆ー「継色紙」のかな 株式会社モリサワ 凸版印刷（株）

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞 2020 Kodak Calendar Gracescapes 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) GRACE IN COLOR 株式会社 小森コーポレーション 凸版印刷（株）

審査員特別賞(沼田早苗賞) 風趣 －Japanese aesthetic sense－ JFE商事株式会社 図書印刷株式会社

審査員特別賞(善本喜一郎賞) 2020年SIGMAカレンダー 株式会社シグマ 大日本印刷株式会社

審査員特別賞(飯沢耕太郎賞) 金賞 Passion of the Journey 住友商事株式会社 大日本印刷株式会社

審査員特別賞(上條喬久賞) 銀賞 YPP10 Colors　Calender2020 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所

審査員特別賞(谷口広樹賞) 銀賞 幻想と官能の色彩 大日精化工業(株) 大日本印刷株式会社

令和1年12月13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
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※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

令和1年12月13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71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
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生
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 2020年オリンパスカレンダー オリンパス株式会社 凸版印刷（株）

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 大工歳時記－道具たちの四季－ 有限会社堀間組 株式会社杜陵印刷

経済産業省商務情報政策局長賞 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） 凸版印刷（株）

国立印刷局理事長賞／全国中小企業
団体中央会会長賞

金賞 Living with nature 株式会社　北洲 凸版印刷（株）

日本商工会議所会頭賞 銀賞 LEXUS CALENDAR 2020 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

日本製紙連合会賞 銀賞
アイ・エス・ガステムカレンダー（2019年
11月～2020年11月）

アイ・エス・ガステム株式会社 凸版印刷（株）

日本マーケティング協会賞 銀賞 桧山タミの 思いを灯せばすべてがごちそう 西部ガス株式会社 株式会社電通九州

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 徳川美術館の名品－月のうつろいと美のかたち－ 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
タイルカレンダー【タイルで出会う、世界
の人びと】

株式会社LIXIL 大日本印刷株式会社

審査員特別賞(松永真賞) 銀賞 カレンダー2020（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。

令和1年12月13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71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 camouCollageカレンダー camouCollage 株式会社DNPコミュニケーションデザイン

文部科学大臣賞 金賞
開館30周年記念 2020年横浜美術館コレ
クションカレンダー

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 相澤事務所株式会社

経済産業省商務情報政策局長賞 金賞 エグゼクティブ玉 株式会社創日社 凸版印刷（株）

国立印刷局理事長賞 銀賞 ODEUR2020カレンダー text, 株式会社山田写真製版所

日本商工会議所会頭賞 銀賞
いわさきちひろポストカードカレンダー
2020

有限会社いわさきちひろ作品普及会 共同印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 宇野亞喜良　２０２０Calendar 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

日本マーケティング協会賞 銀賞 2020年 大相撲カレンダー 公益財団法人　日本相撲協会 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
東日本大震災復興支援プロジェクト チャ
リティフォトカレンダー

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

日本印刷産業連合会会長賞 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）

フジサンケイビジネスアイ賞 金賞
陸×海の豊かさを守ろう！ Balance
Calendar 2020

フロンティアジャパン株式会社 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1年12月13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71回　全国カレンダー展

　賞　名 作品名 発行者 出品者

　金　賞 A TAPESTRY OF LIGHT　光耀 三菱電機株式会社 凸版印刷（株）

　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 HAKARU 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

　金　賞 Sound of Ikebana: Four Seasons 株式会社ユニオン 凸版印刷（株）

　金　賞 伝 小野道風筆ー「継色紙」のかな 株式会社モリサワ 凸版印刷（株）

　金　賞 Passion of the Journey 住友商事株式会社 大日本印刷株式会社

　金　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

　金　賞 2020 年カレンダー ブリヂストン化工品ジャパン株式会社 凸版印刷（株）

　銀　賞 「日本の彩 2020年　伊藤若冲の意匠」 中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

　銀　賞 2020年カレンダー ＡＩＲ　満ちる空気 ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 INSTALLATION 佐藤金属株式会社 凸版印刷（株）

　銀　賞
2020 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 2020 Kodak Calendar Gracescapes コダックジャパン 大日本印刷株式会社

　銀　賞 YPP10 Colors　Calender2020 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所

　銀　賞 幻想と官能の色彩 大日精化工業(株) 大日本印刷株式会社

　銀　賞
TREASURES FROM 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 現代の芸術：日本絵画の巨匠たち 凸版印刷株式会社 凸版印刷（株）

　銀　賞
KUMAZAWA SCREEN
PRINTING,INC.2020 calendar

熊沢印刷工芸株式会社 熊沢印刷工芸株式会社

　銀　賞 Stroog 2020 株式会社ストローグ 株式会社山田写真製版所

　銀　賞
「Works of the MASTERS」未来へつなぐ
美しきグリーン

アンリツ株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 日本のかたち「窓」 株式会社大林組 凸版印刷（株）

　銀　賞 2020 Calendar よみがえる江戸の彩り
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 DAY BY DAY RiceTerraceCycle 三菱製紙株式会社 光村印刷株式会社

　銀　賞 Calendar 2020 FRANK STELLA DIC株式会社 光村印刷株式会社

【第１部門】 金賞 ・ 銀賞 ・ 奨励賞　作品リスト
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※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

令和1年12月13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71回　全国カレンダー展

　銀　賞 SOUGO SAYOU INTERACTION 藤森工業株式会社 図書印刷株式会社

　銀　賞 SELECTED MASTERPIECES 株式会社三井住友銀行 凸版印刷（株）

　銀　賞 アートシティー ～トロント～ 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 BRIDGESTONE CALENDAR 2020 株式会社ブリヂストン 凸版印刷（株）

　銀　賞
WINDSCAPE MINDSCAPE 2020
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 TOTO Architectural Drawing Calendar TOTO株式会社 凸版印刷（株）

実行委員会奨励賞 CALENDAR2020  Work of Chika Hattori 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 Breath of Field 2020 Calendar YKK AP株式会社 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞
MORITANI ART BOOK SERIES「2020　A
Bridge over the Void」川口起美雄 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 日本の香、美と技 高砂香料工業株式会社 高砂香料工業株式会社

実行委員会奨励賞
Harmonyポスターカレンダー 2020
"TWINKLE★TWINKLE★TOWN"

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 渡邉美和子〈Contemporary Art Quilt〉 松尾建設株式会社 凸版印刷（株）

実行委員会奨励賞 中村庸夫が語る海　12枚のストーリー 古野電気株式会社 岡村印刷工業株式会社

実行委員会奨励賞 2020年ポスターカレンダー　村田林藏 城南信用金庫 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞 GARDEN NOTE 株式会社サカタのタネ 図書印刷株式会社

実行委員会奨励賞 色採 SIKISAI（ノベルティカレンダー） 西松建設株式会社 大日本印刷株式会社
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※賞名が2つある作品は、ダブル受賞です。

令和1年12月13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71回　全国カレンダー展

　賞　名 作品名 発行者 出品者

　金　賞
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生
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 2020年オリンパスカレンダー オリンパス株式会社 凸版印刷（株）

　金　賞 大工歳時記－道具たちの四季－ 有限会社堀間組 株式会社杜陵印刷

　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） 凸版印刷（株）

　金　賞 Living with nature 株式会社　北洲 凸版印刷（株）

　金　賞 2020 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 JAL PILOT CALENDAR-I have Control- 株式会社 JALブランドコミュニケーション 中央印刷株式会社

　銀　賞 LEXUS CALENDAR 2020 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 アイ・エス・ガステムカレンダー（2019年11月～2020年11月） アイ・エス・ガステム株式会社 凸版印刷（株）

　銀　賞 桧山タミの 思いを灯せばすべてがごちそう 西部ガス株式会社 株式会社電通九州

　銀　賞
徳川美術館の名品－月のうつろいと美の
かたち－

財団法人徳川黎明会　徳川美術館 竹田印刷株式会社

　銀　賞 タイルカレンダー【タイルで出会う、世界の人びと】 株式会社LIXIL 大日本印刷株式会社

　銀　賞 カレンダー2020（壁掛） 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

　銀　賞 BOOKCOVER CALENDAR 2020 丸紅情報システムズ株式会社 図書印刷株式会社

　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）

　銀　賞 バウハウスの精神とその表現者たち ケイミュー株式会社 図書印刷株式会社

　銀　賞 2020 CALENDAR  “TRAVEL AROUND THE WORLD WITH MINI” 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 シマノ2020年魚拓カレンダー 株式会社シマノ 凸版印刷（株）

　銀　賞 2020NIKONカレンダー 株式会社ニコン 凸版印刷（株）

　銀　賞 WONDERFUL FRIENDS パナソニック ホームズ株式会社 凸版印刷（株）

　銀　賞 日本の四季～和らぎの刻～ 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

　実行委員会奨励賞 CLEAR　2020 CALENDAR 株式会社ポーラ 共同印刷株式会社

　実行委員会奨励賞 金澤翔子「繋」2020カレンダー 香希画廊 株式会社山田写真製版所

　実行委員会奨励賞 watasiwa 2020 絵夢の会 株式会社山田写真製版所

　実行委員会奨励賞 行ってみたいフランスの村 株式会社グラムスリー
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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令和1年12月13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71回　全国カレンダー展

　賞　名 作品名 発行者 出品者

　金　賞 camouCollageカレンダー camouCollage 株式会社DNPコミュニケーションデザイン

　金　賞
開館30周年記念 2020年横浜美術館コレ
クションカレンダー

公益財団法人横浜市芸術文化振興財団 相澤事務所株式会社

　金　賞 エグゼクティブ玉 株式会社創日社 凸版印刷（株）

　金　賞
陸×海の豊かさを守ろう！ Balance
Calendar 2020

フロンティアジャパン株式会社 大日本印刷株式会社

　銀　賞 ODEUR2020カレンダー text, 株式会社山田写真製版所

　銀　賞
いわさきちひろポストカードカレンダー
2020

有限会社いわさきちひろ作品普及会 共同印刷株式会社

　銀　賞 宇野亞喜良　２０２０Calendar 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 2020年 大相撲カレンダー 公益財団法人　日本相撲協会 大日本印刷株式会社

　銀　賞
東日本大震災復興支援プロジェクト チャ
リティフォトカレンダー

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

　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）

　銀　賞 RATTA RATTARR　カレンダー RATTA RATTARR 株式会社チャレンジドジャパン

　銀　賞 永劫刹那 ～時の誕生と結晶化～ 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 若冲の花カレンダー2020 芸艸堂 光村印刷株式会社

実行委員会奨励賞 AKAGI NATURE PARK 株式会社クレディセゾン 図書印刷株式会社

実行委員会奨励賞 ANA GRAPHIC GALLERY Calendar2020 全日空商事株式会社 共同印刷株式会社

実行委員会奨励賞
宮澤正明 × 本田健　Red Dragon 2020-
002

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 アーティゾン美術館カレンダー2020年 公益財団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 MIHOMUSEUM DIARY2020 MIHOMUSEUM
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
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