
 

2013年 12月 26日 

全国カレンダー展事務局 

電話 03‐3553‐5681 

 

 

 

 

 

第 65回全国カレンダー展の審査結果（リリース） 

 
 

２０１４年・第６５回全国カレンダー展（主催・一般社団法人日本印刷産業連合

会／㈱日本印刷新聞社）の審査会が、１２月１０、１１の両日、東京・中央区新富

の日本印刷会館で開かれ、応募総数７１４作品の中から入賞８０点（部門入賞７６

点、他４点）、入選５２４点を決定しました。全作品中、本年の記念展を代表する

最高の出来栄えで、印刷・加工技術、企画・デザイン力、機能性や創造性で総合的

に優れている作品に贈られる内閣総理大臣賞は、パナホーム㈱（印刷会社＝凸版印

刷㈱※以下同）の作品が受賞しました。経済産業大臣賞は、第 1部門・学校法人大

東文化学園 大東文化大学（㈱東京印書館）、第２部門・㈱ワコール（㈱千修）、第 3

部門・一般社団法人リアス観光創造プラットフォーム（㈱日光プロセス）の作品が

それぞれ受賞しました。入賞・入選作品は、２０１４年 1月１４～１８日に東京会

場、入賞作品は１５～３０日に大阪会場で開催する「２０１４年・第６５回全国カ

レンダー展」展示会で一般公開します。（入場無料）。 

 

今回の応募総数は７１４点（前回７７０点）。部門別では、第１部門（一般企業

カレンダー、印刷会社自社用カレンダー）３７６点（同３９５点）、第２部門（販

売促進カレンダー）１８５点（同１７８点）、第３部門（販売用および既製カレン

ダー）１５３点（同１９７点）。 

 

１１日の本審査 1次で、入賞のベースとなる、「部門賞・金賞」２７点、「部門賞・

銀賞」４９点の合計７６点を決定しました。部門入賞の内訳は第 1部門が金賞１５

点、銀賞２５点、第 2部門が金賞７点、銀賞１３点、第 3部門が金賞５点、銀賞１

１点。 

続いて、本審査 2次で、上位４賞（内閣総理大臣賞、経済産業大臣賞、文部科学

大臣賞、経済産業省商務情報政策局長賞）を金賞受賞作品の中から、さらに特別賞

（国立印刷局理事長賞、日本商工会議所会頭賞、日本製紙連合会賞、日本マーケテ

ィング協会賞、全国中小企業団体中央会会長賞、日本印刷産業連合会会長賞、日本

印刷新聞社賞）を部門賞（金賞・銀賞）受賞作品の中から選出しました。 



審査員特別賞（マイチョイス賞）は、クリエイティブ関係者審査員１１名により

部門に関わらず第 3次予備審査を通過した作品の中から各 1点選出しました。今回

は部門賞金賞・銀賞以外から４作品が選ばれ、最終的に入賞は８０点となりました。 

また、入賞外の扱いながら、実行委員会が認めた特筆すべき作品２２点に「実行

委員会奨励賞」が贈られました。 

 

表彰式は、２０１４年１月１５日午後 2時から日本橋三井ホール（東京都中央区

日本橋室町２-２-１、CORED 室町５階）で日印産連主催の「第５５回全国カタロ

グ・ポスター展」との合同により開催します。 

 

入賞・入選作品は、２０１４年 1月１４～１８日に東京会場、入賞作品は１５～

３０日に大阪会場で開催する「２０１４年・第６５回全国カレンダー展」展示会で

一般公開します。入場は無料。会場では入賞作品を紹介するカタログも配布します。 

 

平成２６年１月１４日（火）～１８日（土）午前１０時～午後６時（最 

 終日は午後 5時） 

      東京会場＝東京銀座画廊美術館 

          （東京都中央区銀座 2-7-18、銀座メルサ７階） 

 

     平成２６年 1月１５日（水）～３０日（木）午前９時～午後 5時（最終

日は午後 3時）※土・日曜は休館 

      大阪会場＝平和紙業㈱ペーパーボイス大阪 

          （大阪府大阪市中央区南船場 2-3-23） 

 

 

 

※全国カレンダー展 （一社）日本印刷産業連合会が主催する４大展示会の一つ

として、カレンダーの振興を図ることを目的に１９５０年から毎年実施し、今年で

６５回目を数える伝統的なコンテストです。経済産業省、独立行政法人国立印刷局、

日本商工会議所、日本製紙連合会、（公社）日本マーケティング協会が後援、全国

カレンダー出版協同組合連合会が協賛しています。 



第65回全国カレンダー展　入賞作品
【第１部門】 12月26日

賞名 出　品　者 作品タイトル 発　行　者 印　刷　会　社

金賞 丸山印刷㈱ 「日本の彩2014年」 中越パルプ工業㈱ 丸山印刷㈱
金賞 日本写真印刷㈱ Japanese Origins,Global Ambitions 住友商事㈱ 日本写真印刷㈱
金賞 凸版印刷㈱ SELECTED MASTERPIECES ㈱三井住友銀行 凸版印刷㈱
金賞 大日本印刷㈱ “The Seasons Come Round.” 2014 三機工業㈱ 大日本印刷㈱
金賞 ㈱エムエスアート ㈱エムエスアート ㈱エムエスアート
金賞 大日本印刷㈱ 2014 テルモ カレンダー テルモ㈱ 大日本印刷㈱
金賞 凸版印刷㈱ Calendar 2014[壁掛け/卓上（日本語・フランス語）] ㈱虎屋 凸版印刷㈱
金賞 東日本ダイワ㈱ 会津下野街道大内宿 東日本ダイワ㈱ 陽光社印刷㈱
金賞 大日本印刷㈱  Ben Shahn ; For the sake of a single verse… 大日精化工業㈱ 大日本印刷㈱
金賞 情報印刷㈱ 2014年カレンダー 情報印刷㈱ 情報印刷㈱
金賞 ㈱一九堂印刷所 Solar Panel Calendar ㈱一九堂印刷所 ㈱一九堂印刷所
金賞 学校法人大東文化学園　大東文化大学 大東文化大学　書道カレンダー 学校法人大東文化学園　大東文化大学 ㈱東京印書館
金賞 凸版印刷㈱ FLAWLESS BEAUTY ㈱小森コーポレーション 凸版印刷㈱
金賞 凸版印刷㈱ 彩りの美　THE BEAUTY OF COLOR 三菱電機㈱ 凸版印刷㈱
金賞 凸版印刷㈱ 日本のかたち　屋根 ㈱大林組 凸版印刷㈱
銀賞 凸版印刷㈱ Light & Wind 菊畑茂久馬 松尾建設㈱ 凸版印刷㈱
銀賞 凸版印刷㈱ 2014 Architectural Drawing Calendar TOTO㈱ 凸版印刷㈱
銀賞 光村印刷㈱ 2014年ポスターカレンダー 三菱製紙㈱ 光村印刷㈱
銀賞 ㈱山田写真製版所 YPP10色カレンダー ㈱山田写真製版所 ㈱山田写真製版所
銀賞 共同印刷㈱ WINDSCAPE MINDSCAPE 2014 清水建設㈱ 共同印刷㈱
銀賞 凸版印刷㈱ 染めと織りの万華鏡 カメイ㈱ 凸版印刷㈱
銀賞 図書印刷㈱ BOOK COVER CALENDAR 丸紅情報システムズ㈱ 図書印刷㈱
銀賞 町田印刷㈱ ポップアップ・カレンダー ㈱読売広告社 町田印刷㈱
銀賞 岡村印刷工業㈱ KENYU'S NIPPON 日清紡ホールディングス㈱ 岡村印刷工業㈱
銀賞 岡村印刷工業㈱ 三菱製紙2014点字カレンダー 三菱製紙㈱ 岡村印刷工業㈱
銀賞 大日本印刷㈱ 蘭亭曲水図 東洋アルミニウム㈱ 大日本印刷㈱
銀賞 光村印刷㈱ 2014 CALENDAR TSUBAKI ART COLLECTION 扇-末広のかたち あいおいニッセイ同和損保㈱ 光村印刷㈱
銀賞 凸版印刷㈱ 愛しき生命 キグナス石油㈱ 凸版印刷㈱
銀賞 凸版印刷㈱ ２０１４ CALENDAR ㈱ユニオン 凸版印刷㈱
銀賞 大日本印刷㈱ NATURAL DIVERSITY コニカミノルタ㈱ 大日本印刷㈱
銀賞 凸版印刷㈱ elements 東洋インキＳＣホールディングス㈱ 凸版印刷㈱
銀賞 凸版印刷㈱ Living with nature ㈱北洲 凸版印刷㈱
銀賞 図書印刷㈱ 図書棚 図書印刷㈱ 図書印刷㈱
銀賞 ㈱写真化学 The RichDiversity of Japan's Seas（日本の海の多様性） ㈱堀場製作所 ㈱写真化学
銀賞 凸版印刷㈱ 現代の芸術：日本絵画--前田青邨 凸版印刷㈱ 凸版印刷㈱
銀賞 共同印刷㈱ 2014資生堂カレンダー ㈱資生堂 共同印刷㈱
銀賞 大日本印刷㈱ The Peninsula and the Island オリンパス㈱ 大日本印刷㈱
銀賞 大日本印刷㈱ 華麗なる三十六歌仙の世界 ㈱モリサワ 大日本印刷㈱
銀賞 大日本印刷㈱ Takeo Desk Diary 2014 ㈱竹尾 大日本印刷㈱
銀賞 協業組合ユニカラー across the season 協業組合ユニカラー 協業組合ユニカラー
【第２部門】

賞名 出　品　者 発　行　者 印　刷　会　社

金賞 大日本印刷㈱ Fragrant Colors ㈱ポーラ 大日本印刷㈱
金賞 大日本印刷㈱ 竹久夢二の生涯と筆跡カレンダー ミサワホーム㈱ 大日本印刷㈱
金賞 凸版印刷㈱ 2014　RICOH IMAGING CALENDAR 富士悠久 リコーイメージング㈱ 凸版印刷㈱
金賞 ㈱ドラゴン東京 Wacoal 2014 calendar ㈱ワコール ㈱千修
金賞 村田金箔グループ 空欄 ㈱アロー企画 ツキオカフィルム製薬㈱
金賞 凸版印刷㈱ BRILLIANT パナホーム㈱ 凸版印刷㈱
金賞 大日本印刷㈱ AIR ダイキン工業㈱ 大日本印刷㈱
銀賞 ㈱日立ドキュメントソリューションズ 2014　HITACHI POSTER CALENDAR ㈱日立製作所 ㈱日立ドキュメントソリューションズ
銀賞 図書印刷㈱ THE SEASONS パイオニア㈱ 図書印刷㈱
銀賞 ㈱エヌ・デザイン Ｓmile to be happy.（福笑いシールカレンダー） プルデンシャル生命保険㈱ ㈱フェイスプランニングデザイン
銀賞 図書印刷㈱ ひかりのなかで ケイミュー㈱ 図書印刷㈱
銀賞 大日本印刷㈱ 2014 MOGA GINZA RENDEZVOUS 資生堂アメニティグッズ㈱ 大日本印刷㈱
銀賞 凸版印刷㈱ 地球○SUMAI パナソニック㈱エコソリューションズ社 凸版印刷㈱
銀賞 ㈱エクセルポイント ハニカム立体カレンダー ㈱エクセルポイント 豊榮印刷㈱
銀賞 大日本印刷㈱ 2014 ORIGINAL CALENDAR　Moshe Safdie　Drawing of Architecture ㈱LIXIL 大日本印刷㈱
銀賞 ㈱ユポ・コーポレーション atmosphere ㈱ユポ・コーポレーション 図書印刷㈱
銀賞 ㈱オーバル つまみかんざし十二ヵ月 光写真印刷㈱ 光写真印刷㈱
銀賞 大日本印刷㈱ 魚拓カレンダー ㈱アイビック 大日本印刷㈱
銀賞 図書印刷㈱ Grope Calendar 2014 Day's Box ㈱イオン 図書印刷㈱
銀賞 大日本印刷㈱ 資生堂　花のこよみ　2014 資生堂アメニティグッズ㈱ 大日本印刷㈱
【第３部門】

出　品　者 発　行　者 印　刷　会　社

金賞 ㈱アートプリントジャパン 点と線模様製作所 ㈱アートプリントジャパン ㈱エム・パック
金賞 ㈱アートプリントジャパン レーザーカット　壁掛けカレンダー/ボヌール ㈱アートプリントジャパン ペイラム
金賞 ㈱テイ・デイ・エス 空欄 ㈱テイ・デイ・エス ㈱誠晃印刷
金賞 福井市 一乗谷DISCOVERY PROJECT 福井市 ㈱第一製版
金賞 ㈱日光プロセス 気仙沼　漁師カレンダー2014（KESENNUMA FISHERMEN CALENDAR) 一般社団法人リアス観光創造プラットフォーム ㈱日光プロセス
銀賞 ㈱グッドモーニング Botanical Life ㈱グッドモーニング アイユー印刷㈱
銀賞 笠井則幸 THE WORLD OF CALLIGRAPHY 地球はともだち事務局 光陽社
銀賞 大洋印刷㈱ DEAR　BEAR ㈱ドラフト　D－BROS事業部 大洋印刷㈱
銀賞 ㈱グッドモーニング Flowers  ㈱グッドモーニング アイユー印刷㈱
銀賞 竹田印刷㈱ 徳川美術館の名品-日本の詩情- 公益財団法人徳川黎明会 竹田印刷㈱
銀賞 ㈱テイ・デイ・エス glassine paper Calendar 「grassland」 ㈱テイ・デイ・エス ㈱竹尾
銀賞 日めくりプロジェクト 日めくりカレンダー　35.4センチメンタル大磯 上村陽子（個人） 萩原印刷㈱
銀賞 大洋印刷㈱ ROLL12 ㈱ドラフト　D－BROS事業部 大洋印刷㈱
銀賞 岩岡印刷工業㈱ 鉄道博物館カレンダー2014 財団法人東日本鉄道文化財団 岩岡印刷工業㈱
銀賞 光村印刷㈱ 龍安寺石庭四季カレンダー2014年 ㈱アートよみうり　 光村印刷㈱
銀賞 公益社団法人日本茶業中央会 蘭字カレンダー 公益社団法人日本茶業中央会 松下印刷㈱



第65回全国カレンダー展　入賞作品
12月26日

出　品　者 作品タイトル 発　行　者 印　刷　会　社

内閣総理大臣賞

金 凸版印刷㈱ BRILLIANT パナホーム㈱ 凸版印刷㈱
経済産業大臣賞

金 学校法人大東文化学園　大東文化大学 大東文化大学　書道カレンダー 学校法人大東文化学園　大東文化大学 ㈱東京印書館
金 ㈱ドラゴン東京 Wacoal 2014 calendar ㈱ワコール ㈱千修
金 ㈱日光プロセス 気仙沼　漁師カレンダー2014（KESENNUMA FISHERMEN CALENDAR) 一般社団法人リアス観光創造プラットフォーム ㈱日光プロセス

文部科学大臣賞

金 凸版印刷㈱ FLAWLESS BEAUTY ㈱小森コーポレーション 凸版印刷㈱
金 大日本印刷㈱ 竹久夢二の生涯と筆跡カレンダー ミサワホーム㈱ 大日本印刷㈱
金 福井市 一乗谷DISCOVERY PROJECT 福井市 ㈱第一製版

経済産業省商務情報政策局長賞

金 凸版印刷㈱ 彩りの美　THE BEAUTY OF COLOR 三菱電機㈱ 凸版印刷㈱
金 凸版印刷㈱ 日本のかたち　屋根 ㈱大林組 凸版印刷㈱
金 凸版印刷㈱ 2014　RICOH IMAGING CALENDAR 富士悠久 リコーイメージング㈱ 凸版印刷㈱
金 ㈱アートプリントジャパン 点と線模様製作所 ㈱アートプリントジャパン ㈱エム・パック
金 ㈱テイ・デイ・エス ㈱テイ・デイ・エス ㈱誠晃印刷

国立印刷局理事長賞

金 大日本印刷㈱ “The Seasons Come Round.” 2014 三機工業㈱ 大日本印刷㈱
金 村田金箔グループ ㈱アロー企画 ツキオカフィルム製薬㈱
金 ㈱アートプリントジャパン レーザーカット　壁掛けカレンダー/ボヌール ㈱アートプリントジャパン ペイラム

日本商工会議所会頭賞

金 丸山印刷㈱ 「日本の彩2014年」 中越パルプ工業㈱ 丸山印刷㈱
金 大日本印刷㈱ Fragrant Colors ㈱ポーラ 大日本印刷㈱
銀 大洋印刷㈱ ROLL12 ㈱ドラフト　D－BROS事業部 大洋印刷㈱

日本製紙連合会賞

銀 凸版印刷㈱ Light & Wind 菊畑茂久馬 松尾建設㈱ 凸版印刷㈱
銀 大日本印刷㈱ 魚拓カレンダー ㈱アイビック 大日本印刷㈱
銀 岩岡印刷工業㈱ 鉄道博物館カレンダー2014 財団法人東日本鉄道文化財団 岩岡印刷工業㈱

日本マーケティング協会賞

金 日本写真印刷㈱ Japanese Origins,Global Ambitions 住友商事㈱ 日本写真印刷㈱
銀 大日本印刷㈱ 資生堂　花のこよみ　2014 資生堂アメニティグッズ㈱ 大日本印刷㈱
銀 ㈱グッドモーニング Botanical Life ㈱グッドモーニング アイユー印刷㈱

全国中小企業団体中央会会長賞

金 ㈱エムエスアート ㈱エムエスアート ㈱エムエスアート
銀 ㈱オーバル つまみかんざし十二ヵ月 光写真印刷㈱ 光写真印刷㈱
銀 竹田印刷㈱ 徳川美術館の名品-日本の詩情- 公益財団法人徳川黎明会 竹田印刷㈱

審査員特別賞

勝井賞 大日本印刷㈱ Takeo Desk Diary 2014 ㈱竹尾 大日本印刷㈱
松永賞 大日本印刷㈱  Ben Shahn ; For the sake of a single verse… 大日精化工業㈱ 大日本印刷㈱
上條賞 凸版印刷㈱ BRILLIANT パナホーム㈱ 凸版印刷㈱
奥村賞 新日本カレンダー㈱ 玉造地区商店街クーポンつき日めくりカレンダー 玉造日之出通り北商店街/玉造日の出通り中商店街/玉造日之出通り南商店街/玉造商店会 新日本カレンダー㈱
沼田賞 凸版印刷㈱ Canon Calendar 2014 世界の街道をゆく キヤノン㈱ 凸版印刷㈱
葛西賞 NECデザイン＆プロモーション㈱ 2014年版　NECバザールでござーる壁掛カレンダー 日本電気㈱ 東洋紙業㈱
浅葉賞 大日本印刷㈱ AIR ダイキン工業㈱ 大日本印刷㈱
飯沢賞 日めくりプロジェクト 日めくりカレンダー　35.4センチメンタル大磯 上村陽子（個人） 萩原印刷㈱
石川賞 凸版印刷㈱ elements 東洋インキＳＣホールディングス㈱ 凸版印刷㈱
鈴木賞 凸版印刷㈱ 2014　Calendar ㈱ニコン 凸版印刷㈱
峰岸賞 大日本印刷㈱ 竹久夢二の生涯と筆跡カレンダー ミサワホーム㈱ 大日本印刷㈱
日本印刷産業連合会会長賞

金 大日本印刷㈱ 2014 テルモ カレンダー テルモ㈱ 大日本印刷㈱
銀 ㈱ユポ・コーポレーション atmosphere ㈱ユポ・コーポレーション 図書印刷㈱
銀 ㈱テイ・デイ・エス glassine paper Calendar 「grassland」 ㈱テイ・デイ・エス ㈱竹尾

日本印刷新聞社賞

金 凸版印刷㈱ Calendar 2014[壁掛け/卓上（日本語・フランス語）] ㈱虎屋（壁掛け・卓上セット） 凸版印刷㈱
銀 大日本印刷㈱ 2014 ORIGINAL CALENDAR Moshe Safdie Drawing of Architecture ㈱LIXIL 大日本印刷㈱
銀 大洋印刷㈱ DEAR　BEAR ㈱ドラフト　D－BROS事業部 大洋印刷㈱

実行委員会奨励賞

熊沢印刷工芸㈱ 桜井グラフィックシステムズ2014カレンダー ㈱桜井グラフィックシステムズ 熊沢印刷工芸㈱
星光社印刷㈱東京支社 2014カレンダー「Texture」 日本製紙パピリア㈱ 星光社印刷㈱
㈱チューエツ 地球の仲間たち 王子ホールディングス㈱ ㈱チューエツ
ネットエージェント㈱ 「いまココ！」カレンダー ネットエージェント㈱ 東京リスマチック㈱
首都高速道路㈱ 2014SHUTOKO CALENDAR 首都高速道路㈱ 竹田印刷㈱
図書印刷㈱ REIJI HIRAMATSU ARTWORKS ニチアス㈱ 図書印刷㈱
光村印刷㈱ 2014　YKKグループカレンダー（VIP用） YKK AP㈱ 光村印刷㈱
岡村印刷工業㈱ 2014　FUJIFILM CALENDAR(FSC) 富士フイルム㈱ 岡村印刷工業㈱
大日本印刷㈱ Natural Vibration 三菱UFJニコス㈱ 大日本印刷㈱
共同印刷㈱ 木と生きる幸福。住友林業グループ2014CALENDAR 住友林業㈱ 共同印刷㈱
㈱日立ドキュメントソリューションズ ありがとうを探して 日清丸紅飼料㈱ ㈱日立ドキュメントソリューションズ
㈱千修 Dozen Fleur 2014 ㈱日比谷花壇 ㈱千修プリコム
ＪＰシステムソリューション㈱ each time 王子製紙㈱ ㈱サンエムカラー
大洋印刷㈱ BREITLING 2014カレンダー ブライトリング・ジャパン㈱ 大洋印刷㈱
日本写真印刷㈱ 2014　ＭＩＮＩ　CALENDAR ビーエムダブリュー㈱ 日本写真印刷㈱
㈱山田写真製版所 2014シュガー・マトリックスカレンダー ㈱シュガー・マトリックス ㈱山田写真製版所
㈱テイ・デイ・エス 1/7（ナナブンノイチ） ㈱テイ・デイ・エス ㈱誠晃印刷
小宮山印刷㈱ 2014　14ひきのカレンダー ㈱童心社 小宮山印刷㈱
㈱グッドモーニング Town ㈱グッドモーニング ㈱ソノベ
東京藝術大学 東京藝術大学　所蔵品カレンダー　所蔵名品絵画　近代編 東京藝術大学 ㈱アイワード
大日本印刷㈱ ねむの木学園のこどもたちの絵 ねむの木学園 大日本印刷㈱／㈱DNP中部
凸版印刷㈱ Collection of Kiyoshi Saito Vol.15 斎藤清画伯顕彰協議会 凸版印刷㈱


