
【第１部門】

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 HAKARU 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞 光悦のかな
「金銀泥下絵色紙帖」より

株式会社モリサワ 凸版印刷株式会社

経済産業省
商務情報政策局長賞

金賞 THE BEAUTY OF COLOR 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 金賞 2016 Architectural Drawing Calendar TOTO株式会社 凸版印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 WORLD CITIES IN LIGHT「ひと・くらし・街　Ⅱ」
パナソニック株式会社
エコソリューションズ社

凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 柿右衛門～有田焼創業400年～ ふくおかフィナンシャルグループ 凸版印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 銀賞 LIFE ON EARTH コニカミノルタ株式会社 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 YPP 10 Colors Calendar 2016 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所

日本印刷産業連合会会長賞 金賞 procession 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

フジサンケイビジネスアイ賞 金賞 トッパンデラックスカレンダー 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 — Calendar 2015　（日本語・フランス語）
壁掛/卓上/卓上木製ケース

株式会社虎屋 光村印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　上條喬久賞 銀賞 「日本の彩　2016年」（The Heart of Japan） 中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　奥村靫正賞 銀賞 2016 CALENDAR「NARUKI OSHIMA」 株式会社ユニオン 凸版印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　　古川タク賞 銀賞 鉄道博物館2016カレンダー 公益財団法人東日本鉄道文化財団（鉄道博物館） 凸版印刷株式会社

平成27年12月25日

第6７回　全国カレンダー展　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２部門】

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 金賞 ダイキンお天気カレンダー ＡＩＲ -空気の楽園- ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞 ハンス・クリスチャン・アンデルセンの
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
パナソニック株式会社
エコソリューションズ社

凸版印刷株式会社

銀賞 3.11カラハジマル日めくり鮭カレンダー 南部ハナマガリ鮭Tシャツプロジェクト
南部ハナマガリ鮭Tシャツプロ
ジェクト

国立印刷局理事長賞 金賞 2016年シマノ魚拓カレンダー 株式会社シマノ 凸版印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 銀賞 THE SEASONS パイオニア株式会社 図書印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 2016Calendar
ＪＵＮＩ-ＨＩＴＯＥ

日精エー・エス・ビー機械株式会社 株式会社山田写真製版所

日本マーケティング協会賞 銀賞 Japan Spirits 2016 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

全国中小企業団体中央会会長賞 銀賞 玉造地区商店街クーポンつき日めくりカレンダー 玉造地区商店街活性化プロジェクト 新日本カレンダー株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 金賞 LIXIL 花の装飾タイルカレンダー 株式会社LIXIL 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 CALENDAR 2016 日本の四季 華の詩 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

審査員特別賞　　　　　　沼田早苗賞 銀賞 Neo Fusion ～新・美の融合～ 株式会社ワコール 大日本印刷株式会社

審査員特別賞　　　　　　善本喜一郎賞 銀賞 Encounter Nature 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

審査員特別賞　　　　　　飯沢耕太郎賞 銀賞 Ｍｙ Ｎew　Feeling トヨタ自動車株式会社 光村印刷株式会社

経済産業省
商務情報政策局長賞

第6７回　全国カレンダー展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　
平成27年12月25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３部門】

賞　名 部門賞 作品名 発行者 出品者

経済産業大臣賞 銀賞 エグゼクティブ玉カレンダー（金） 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

文部科学大臣賞 銀賞 VIEW FROM THE COCKPIT 全日空商事株式会社 凸版印刷株式会社

経済産業省
商務情報政策局長賞

金賞 チャリティーカレンダー　かなでる 株式会社大伸社　みちのく応援団 株式会社 大伸社

国立印刷局理事長賞 金賞 くらげカレンダー2016 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

日本商工会議所会頭賞 金賞 ANA GRAPHIC GALLERY Calendar2016 全日空商事株式会社 共同印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 おとぎ話ぬりえカレンダー 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 ジオメトリックレイヤーカレンダー 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

全国中小企業団体中央会会長賞 銀賞 Sｍａｌｌ Wｏｒｌｄ〔鈴木美貴子作品集〕 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 THE WILD BIRD CALENDAR 2016 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 気仙沼漁師カレンダー2016 気仙沼つばき会 BambooCut

審査員特別賞　　　　　　浅葉克己賞 銀賞 航空自衛隊航空機カレンダー2016 株式会社文林堂 大日本印刷株式会社

平成27年12月25日

第6７回　全国カレンダー展　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１部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

金賞 procession 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 THE BEAUTY OF COLOR 三菱電機株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 トッパンデラックスカレンダー 凸版印刷株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 光悦のかな
「金銀泥下絵色紙帖」より

株式会社モリサワ 凸版印刷株式会社

金賞 2016 ＺＡＣＲＯＳカレンダー
「ル・コルビュジエ」

藤森工業株式会社 共同印刷株式会社

金賞 「雪月花」森村 玲 木版画作品集 株式会社GM INVESTMENTS 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 2016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 2016 Architectural Drawing Calendar TOTO株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 The Corning Museum of Glass ガラスコレクション コーニングジャパン株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 第2回　住友不動産販売　ステップフォトコンテスト　入賞作品カレンダー 住友不動産販売株式会社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

銀賞 WORLD CITIES IN LIGHT「ひと・くらし・街　Ⅱ」
パナソニック株式会社
エコソリューションズ社

凸版印刷株式会社

銀賞 METAL FREAKS 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 2016 CALENDAR（壁掛け） 株式会社三商 凸版印刷株式会社

銀賞 LIFE ON EARTH コニカミノルタ株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 「日本の彩　2016年」（The Heart of Japan） 中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

銀賞 日本のかたち 連 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

銀賞 PLEASANT GLASS ART 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 YPP 10 Colors Calendar 2016 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所

銀賞 鉄道博物館2016カレンダー 公益財団法人東日本鉄道文化財団（鉄道博物館） 凸版印刷株式会社

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

銀賞 2016　コーポレートカレンダー「It`s a fine day」 三菱製紙株式会社 光村印刷株式会社

銀賞 柿右衛門～有田焼創業400年～ ふくおかフィナンシャルグループ 凸版印刷株式会社

銀賞 FLAWLESS BEAUTY 株式会社小森コーポレーション 凸版印刷株式会社

銀賞 2016 WINDSCAPE MINDSCAPE 清水建設株式会社 共同印刷株式会社

銀賞 2016年大日精化アートカレンダー
ヴァレリオ・アダミ；線と面と色彩と

大日精化工業株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 2016　サントリーカレンダー サントリーホールディングス株式会社 岡村印刷工業株式会社

銀賞 2016 Calendar Color Circle ＤＩＣ株式会社 光村印刷株式会社

銀賞 2016 CALENDAR「NARUKI OSHIMA」 株式会社ユニオン 凸版印刷株式会社

銀賞 OTOWA LIGHTNING PHOTO CONTEST 2016 CALENDAR（壁掛） 音羽電機工業株式会社 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

銀賞 Art Photo Calendar 2016 日本精工株式会社 株式会社TYO　株式会社No Code　

銀賞 竹尾デスクダイアリー 株式会社竹尾 光村印刷株式会社

賞　名 作品名 発行者 出品者

奨励賞 2016 ニコスカレンダー
「Expansive Landscape」

三菱ＵＦＪニコス株式会社 共同印刷株式会社

奨励賞 木と生きる幸福。住友林業グループ
2016CALENDAR

住友林業株式会社 共同印刷株式会社

奨励賞 LET'S HAVE FUN！（特装版） 東ソー株式会社 大日本印刷株式会社

奨励賞 燦々-春夏秋冬草花図屏風 三機工業株式会社 大日本印刷株式会社

奨励賞 FEEL THE LIGHT －光とともに— 日清紡ホールディングス株式会社 岡村印刷工業株式会社

奨励賞 2016 FUJIFILM CALENDAR(FSC) 富士フイルム株式会社 岡村印刷工業株式会社

奨励賞 SENSING 心ときめきするもの オムロン株式会社 凸版印刷株式会社

奨励賞 Landscape with Lighthouse 日立GEニュークリア・エナジー株式会社 株式会社日立ドキュメントソリューションズ

奨励賞 2016年カレンダー『SORA』 株式会社日比谷花壇 株式会社 千　修

奨励賞 ABORIGINE ART COLLECTION 瀬味証券印刷株式会社 瀬味証券印刷株式会社

奨励賞 2016 Calendar Bright Horizon YKK AP株式会社 光村印刷株式会社

奨励賞 「TERAOKA/DIGI 2016 Original Calendar」 株式会社寺岡精工 光村印刷株式会社

奨励賞 Artworks by KIYOSHI YAMASHITA ニチアス株式会社 図書印刷株式会社

奨励賞 FRAGRANT MEMORIES —香り、記憶、おもかげ。— 高砂香料工業株式会社 図書印刷株式会社

奨励賞 COFFEE CUP CALENDAR 株式会社一九堂印刷所 株式会社一九堂印刷所

奨励賞 折形Japan 株式会社オーバル 株式会社オーバル

奨励賞 鎌倉切絵版画カレンダー 株式会社プロセス文華堂 株式会社プロセス文華堂

第6７回　全国カレンダー展　部門賞 ・ 奨励賞　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

平成27年12月25日



【第２部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

金賞 ダイキンお天気カレンダー ＡＩＲ -空気の楽園- ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

金賞 2016年シマノ魚拓カレンダー 株式会社シマノ 凸版印刷株式会社

金賞 LIXIL 花の装飾タイルカレンダー 株式会社LIXIL 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

金賞 ハンス・クリスチャン・アンデルセンの
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
パナソニック株式会社
エコソリューションズ社

凸版印刷株式会社

銀賞 2016Calendar
ＪＵＮＩ-ＨＩＴＯＥ

日精エー・エス・ビー機械株式会社 株式会社山田写真製版所

銀賞 Ｍｙ Ｎew　Feeling トヨタ自動車株式会社 光村印刷株式会社

銀賞 Encounter Nature 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 CALENDAR 2016 日本の四季 華の詩 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 Neo Fusion ～新・美の融合～ 株式会社ワコール 大日本印刷株式会社

銀賞 「Blimp Around the World」モビール 日本グッドイヤー株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 3.11カラハジマル日めくり鮭カレンダー 南部ハナマガリ鮭Tシャツプロジェクト 南部ハナマガリ鮭Tシャツプロジェクト

銀賞 着物カレンダー（印刷技術の競演） リョービMHIグラフィックテクノロジー株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 玉造地区商店街クーポンつき日めくりカレンダー 玉造地区商店街活性化プロジェクト 新日本カレンダー株式会社

銀賞 Japan Spirits 2016 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 ポスターカレンダー 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 THE SEASONS パイオニア株式会社 図書印刷株式会社

銀賞 2016 HOLLYWOOD CALENDAR ハリウッド株式会社 共同印刷株式会社

銀賞 2016ニコンカレンダー 株式会社ニコン 凸版印刷株式会社

銀賞 壁掛けカレンダーA（モデル） 資生堂アメニティグッズ株式会社 大日本印刷株式会社

賞　名 作品名 発行者 出品者

奨励賞 Life is Beautiful パナホーム株式会社 凸版印刷株式会社

奨励賞 ネイチャーアクアリウムカレンダー2016 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

奨励賞 俳句墓景　井月 株式会社協和 凸版印刷株式会社

第6７回　全国カレンダー展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　　
平成27年12月25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３部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

金賞 チャリティーカレンダー　かなでる 株式会社大伸社　みちのく応援団 株式会社 大伸社

金賞 くらげカレンダー2016 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

金賞 ANA GRAPHIC GALLERY Calendar2016 全日空商事株式会社 共同印刷株式会社

銀賞 エグゼクティブ玉カレンダー（金） 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

銀賞 気仙沼漁師カレンダー2016 気仙沼つばき会 BambooCut

銀賞 ジオメトリックレイヤーカレンダー 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 THE WILD BIRD CALENDAR 2016 公益財団法人日本野鳥の会 光村印刷株式会社

銀賞 VIEW FROM THE COCKPIT 全日空商事株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 おとぎ話ぬりえカレンダー 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 Sｍａｌｌ Wｏｒｌｄ〔鈴木美貴子作品集〕 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

銀賞 森田りえ子作品集 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

銀賞 航空自衛隊航空機カレンダー2016 株式会社文林堂 大日本印刷株式会社

賞　名 作品名 発行者 出品者

奨励賞 ねむの木学園カレンダー ねむの木学園 大日本印刷株式会社

奨励賞 The Playing Cards Calendar 地球はともだち事務局 光陽社

第6７回　全国カレンダー展　部門賞 ・ 奨励賞　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

平成27年12月25日


