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

文部科学大臣賞 金賞 Monochrome 2017 Calendar 株式会社NTTPCコミュニケーションズ 株式会社アタリ

金賞 Touch 松尾建設株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 Igor Verniy 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

国立印刷局理事長賞・
審査員特別賞　上條喬久賞

金賞 「日本の彩　2017年　遊び心の意匠柄」～The Heart of
Japan～

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 金賞 2017 WINDSCAPE MINDSCAPE 清水建設株式会社 共同印刷株式会社

日本製紙連合会賞 金賞 ２０１７年版カレンダー florentes 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

日本マーケティング協会賞 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

全国中小企業団体中央会会長賞 金賞 Nature with Life 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 2017 FUJIFILM CALENDAR ―X-Photographers― 富士フイルム株式会社 岡村印刷工業株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 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

審査員特別賞　沼田早苗賞 銀賞 日本のかたち　飾 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

審査員特別賞　善本喜一郎賞 銀賞 Japan Sprits 2017 -匠- 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

第68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

経済産業省　商務情報政策局長賞

平成28年12月16日



【第１部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

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

金賞 Monochrome 2017 Calendar 株式会社NTTPCコミュニケーションズ 株式会社アタリ

金賞 Touch 松尾建設株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 Igor Verniy 佐藤金属株式会社 凸版印刷株式会社

金賞 「日本の彩　2017年　遊び心の意匠柄」
～The Heart of Japan～

中越パルプ工業株式会社 丸山印刷株式会社

金賞 2017 WINDSCAPE MINDSCAPE 清水建設株式会社 共同印刷株式会社

金賞 ２０１７年版カレンダー florentes 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 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 Nature with Life 株式会社北洲 凸版印刷株式会社

金賞 2017 FUJIFILM CALENDAR ―X-Photographers― 富士フイルム株式会社 岡村印刷工業株式会社

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

銀賞 日本のかたち　飾 株式会社大林組 凸版印刷株式会社

銀賞 Japan Sprits 2017 -匠- 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 「ＹＰＰ１０Ｃｏｌｏｒｓ　Ｃａｌｅｎｄｅｒ　２０１７」 株式会社山田写真製版所 株式会社山田写真製版所

銀賞 2017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

銀賞 THREE 三菱製紙株式会社 光村印刷株式会社

銀賞 Color & Comfort DIC株式会社 光村印刷株式会社

銀賞 相乗効果 三菱製紙株式会社 光村印刷株式会社

銀賞 京　四季の彩り 日本写真印刷株式会社 日本写真印刷コニュニケーションズ株式会社

銀賞 YOMIKOカレンダー2017 『SORAMADO』 株式会社読売広告社 町田印刷株式会社

銀賞 HAKARU（東洋のはかり） 株式会社タツノ 図書印刷株式会社

銀賞 Lapse of Times ―時の流れを重ねて― 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

銀賞 2017年情報印刷カレンダー 情報印刷株式会社 情報印刷株式会社

銀賞 WINDOWS 世界の窓から 株式会社エムエスアート/株式会社ソーシャルデザインネットワークス 株式会社エムエスアート

銀賞 JOURNEY OF DISCOVERY コニカミノルタ株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 アートシティー ～プラハ～ 大日本印刷株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 2017カレンダー 株式会社新学社 大日本印刷株式会社

銀賞 「海獣戯画～海も山もつながっているおるのじゃ～」 三機工業株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 2017年カレンダー 有森正 株式会社ユニオン 大日本印刷株式会社

銀賞 2017年ビップカレンダー 株式会社伊予銀行 大日本印刷株式会社

銀賞 2017年屏風カレンダー 花鳥版画 東洋アルミニウム株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 2017年点字カレンダー 株式会社伊予銀行 大日本印刷株式会社

銀賞 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

第68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28年12月16日



銀賞 ２０１７大日精化アートカレンダー ジャン・ミシェル・フォロン 色彩の惑星 大日精化工業株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 モリサワカレンダー2017　かなにあそぶ 株式会社モリサワ 凸版印刷株式会社

銀賞 光射す森 西垣林業株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 WORLD CITIES IN LIGHT「ひと・くらし・街　Ⅲ」 パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

賞　名 作品名 発行者 出品者

奨励賞 The Art of Sound ヤマハ株式会社 岡村印刷工業株式会社

奨励賞 サントリー美術館カレンダー2017 サントリーホールディングス 岡村印刷工業株式会社

奨励賞 鉄道博物館 2017CALENDAR 公益財団法人東日本鉄道文化財団（鉄道博物館） 共同印刷株式会社

奨励賞 天守閣/Tensyu of JAPANESE Castle 瀬味証券印刷株式会社 瀬味証券印刷株式会社

奨励賞 THE LIVING LANDSCAPE 2017 Calendar YKK AP株式会社 光村印刷株式会社

奨励賞 PATTERNS OF THE EARTH 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

奨励賞 Illuminate the world JFE商事株式会社 図書印刷株式会社

奨励賞 「THE ART OF MASTERPIECES」 株式会社東芝 大日本印刷株式会社

奨励賞 2017　TEIJIN　CALENDAR 帝人エージェンシー株式会社 大日本印刷株式会社

奨励賞 華景―HANABI 日清紡ホールディングス株式会社 大日本印刷株式会社

奨励賞 広岡浅子を巡る人々 大同生命保険株式会社 大日本印刷株式会社

奨励賞 染めと織りの万華鏡４ カメイ株式会社 凸版印刷株式会社

奨励賞 三井住友銀行2017年カレンダー 株式会社三井住友銀行 凸版印刷株式会社

奨励賞 Expansion 株式会社小森コーポレーション 凸版印刷株式会社

奨励賞 2017 CALENDAR 『Story』 株式会社日比谷花壇 株式会社千修

奨励賞 unique SAIJIKI　～日本歳時記～ カシオ計算機株式会社 株式会社クリエイティブ三創



【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・審査員特別賞　松永真賞 金賞 クロード･モネ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 カレンダー2017 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

金賞 2017Calendar ORIGAMI 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

金賞 2017年ダイキンお天気カレンダー AIR  -感じる空気- ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

国立印刷局理事長賞 金賞 Takeo Desk Diary 2017 株式会社竹尾 株式会社山田写真製版所

日本商工会議所会頭賞 銀賞 ２０１７大判カレンダー 株式会社シャルレ 凸版印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 Fantastic パナホーム株式会社 凸版印刷株式会社

日本マーケティング協会賞 銀賞 LEXUS CALENDAR 2017 COLOR INSPIRATION BY LEXUS トヨタ自動車株式会社 大日本印刷株式会社

全国中小企業団体中央会会長賞 Sketch life ―通勤絵速（つうきんかいそく）― クリロン化成株式会社 凸版印刷株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 LE CORBUSIER ケイミュ－株式会社 図書印刷株式会社

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞 Lingerie meets Fantasy 　 ～フォトジェニックなランジェリーたち～ 株式会社ワコール 大日本印刷株式会社

第68回　全国カレンダー展　上位賞 ・ 特別賞　作品リスト　　

平成28年12月16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

経済産業省　商務情報政策局長賞



【第２部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

金賞 クロード･モネ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 カレンダー2017 株式会社虎屋 光村印刷株式会社

金賞 2017Calendar ORIGAMI 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

金賞 2017年ダイキンお天気カレンダー AIR  -感じる空気- ダイキン工業株式会社 大日本印刷株式会社

金賞 Takeo Desk Diary 2017 株式会社竹尾 株式会社山田写真製版所

銀賞 ２０１７大判カレンダー 株式会社シャルレ 凸版印刷株式会社

銀賞 Fantastic パナホーム株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 LEXUS CALENDAR 2017 COLOR INSPIRATION BY LEXUS トヨタ自動車株式会社 大日本印刷株式会社

銀賞 LE CORBUSIER ケイミュー株式会社 図書印刷株式会社

銀賞 Lingerie meets Fantasy 　 ～フォトジェニックなランジェリーたち～ 株式会社ワコール 大日本印刷株式会社

銀賞 建築ドローイングカレンダー ＴＯＴＯ株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 地球SUMAI パナソニック エコソリューションズ クリエイツ株式会社 凸版印刷株式会社

銀賞 ２０１7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 Mt.Fuji,an oasis of life 刻の造形 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 2017年　魚拓カレンダー 株式会社シマノ 大日本印刷株式会社

銀賞 日本の空間美Ⅱ パナソニックエコソリューションズクリエイツ株式会社 大日本印刷株式会社

賞　名 作品名 発行者 出品者

奨励賞 d.b.f 2017 Dogs Calendar デビフペット株式会社 株式会社山田写真製版所

奨励賞 ネイチャーアクアリウムカレンダー2017 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 第３回住友不動産販売株式会社Step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

奨励賞 Japan Spirits 2017 -文様- 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

奨励賞 ARTWORKS BY HOKUSAI KATSUSHIKA ニチアス株式会社 図書印刷株式会社

奨励賞 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

第68回　全国カレンダー展　部門賞 ・ 奨励賞　作品リスト　　

平成28年12月16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 金賞 紙漉きを想ふ ひととせ グレイスカイプロジェクト 大日本印刷株式会社

文部科学大臣賞 金賞 文化財保存修復支援カレンダー 公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

経済産業省　商務情報政策局長賞 金賞 宇野亞喜良　ネコたち少女たち 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

国立印刷局理事長賞・審査員特別賞　古川タク賞 金賞 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 銀賞 昭和を駆け抜けた国鉄の名列車Calendae2017 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

日本製紙連合会賞 銀賞 東日本大震災復興支援チャリティーフォトカレンダー2017「巡り会う」 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

日本マーケティング協会賞 銀賞 航空自衛隊航空機カレンダー2017 株式会社文林堂 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 若冲画譜カレンダー2017 美術書出版 株式会社芸艸堂 光村印刷株式会社

日本印刷産業連合会会長賞 銀賞 2017ARTカレンダー 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

フジサンケイビジネスアイ賞 銀賞 山下清作品集 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

審査員特別賞　葛西薫賞 2017カレンダー “Seascape” 公益財団法人石橋財団　ブリヂストン美術館 光村印刷株式会社

審査員特別賞　浅葉克己賞 銀賞 くらげカレンダー2017 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

審査員特別賞　奥村靫正賞 鳥獣戯画巻（甲巻）長尺暦2017年　国宝 平安時代 髙山寺蔵 有限会社みさとみらい21 有限会社みさとみらい21

平成28年12月16日

第68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３部門】

賞　名 作品名 発行者 出品者

金賞 紙漉きを想ふ ひととせ グレイスカイプロジェクト 大日本印刷株式会社

金賞 文化財保存修復支援カレンダー 公益財団法人文化財保護・芸術研究助成財団 日本写真印刷コミュニケーションズ株式会社

金賞 宇野亞喜良　ネコたち少女たち 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

金賞 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 昭和を駆け抜けた国鉄の名列車Calendae2017 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

銀賞 東日本大震災復興支援チャリティーフォトカレンダー2017「巡り会う」 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 航空自衛隊航空機カレンダー2017 株式会社文林堂 大日本印刷株式会社

銀賞 若冲画譜カレンダー2017 美術書出版 株式会社芸艸堂 光村印刷株式会社

銀賞 2017ARTカレンダー 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 山下清作品集 株式会社創日社 凸版印刷株式会社

銀賞 くらげカレンダー2017 株式会社ネコ・パブリッシング 大日本印刷株式会社

銀賞 ＦＵＫＵＩ　ＣＩＴＹ　２０１７　ＣＡＬＥＮＤＡＲ 福井市 福井市

銀賞 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

賞　名 作品名 発行者 出品者

奨励賞 いわさきちひろ　CHIHIRO IWASAKI 2017 有限会社いわさきちひろ作品普及会 共同印刷株式会社

第68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28年12月16日
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