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はじめに 

 

 

 

昨年（2014年5月～6月）のFacebookページで 

季節感のある（初夏）投稿を業界別にいくつかまとめましたので、 

5月以降の投稿コンテンツ作成のご参考になさってください。 
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通信業界 

アカウント名 softbank 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SoftBank/photos/pb.1
89764751051354.-

2207520000.1425272897./829730457054777/?t
ype=3&theater 

5月5日は、こどもの日！ 
お父さんも“子ども気分”ですね～♪(*´艸｀*) 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 softbank 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SoftBank/photos/pb.1
89764751051354.-

2207520000.1425272897./832735740087582/?t
ype=3&theater 

明日5月11日は「母の日」ですね♪(*´∀`*) 
どっちがホンモノのカーネーションか分かりますか？（片方は造花） 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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通信業界 

アカウント名 softbank 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SoftBank/photos/pb.1
89764751051354.-

2207520000.1425274300./853901814637641/?t
ype=3&theater 

あす6月15日は「父の日」ですね♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 NTTドコモ（NTT DOCOMO） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/docomo.official/photo
s/pb.124946600918797.-

2207520000.1425273146./664855413594577/?t
ype=3&theater 

6月といえば、ジューンブライドですね。 
 
幸せな結婚生活の秘訣は、夫婦でたくさん話し合うことといわれています。 
今月はいつもより、大切な人との会話を楽しむ月にしませんか。 
 
 
 
 

■本文 
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通信業界 

アカウント名 softbank 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SoftBank/photos/pb.1
89764751051354.-

2207520000.1425274300./861654083862414/?t
ype=3&theater 

きょう6月27日は「ちらし寿司の日」だそうです。 
 
ところで、この「ちらし寿司」の真ん中にあるお父さん、一体何で作ったでし
ょうか？ 
 ↓↓ ヒント 
 ↓↓ 
 ↓↓ 
おでんの具にもなりますね♪ 

■本文 

アカウント名 NTTドコモ（NTT DOCOMO） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/docomo.official/photo
s/pb.124946600918797.-

2207520000.1425273146./650213555058763/?t
ype=3& 

ドコモダケだよ。 
 
子どもたちがせっせと母の日の準備をしているみたい。折り紙のカーネー
ションも上手にできているなぁ♪そういえば、カーネーションって、母の日の
起源となった女性の母が好きだった花らしいよ。それが、いまや母の日の
シンボルだもの、親冥利に尽きるよね。 
 
 

■本文 
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通信業界 

アカウント名 NTTドコモ（NTT DOCOMO） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/docomo.official/photo
s/pb.124946600918797.-

2207520000.1425273146./675274712552647/?t
ype=3&theater 

ドコモダケだよ。 
 
梅雨の時季だね。梅雨って、どうして「つゆ」って読むか知ってる？実は草
木の葉っぱにたまる「露」から、という説と、梅の実が地面に落ちて潰れる
「潰ゆ」から、という2つの説が有力なんだって！みんなはどっちだと思う？ 
 
 
 

アカウント名 NTTドコモ（NTT DOCOMO） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/docomo.official/photo
s/pb.124946600918797.-

2207520000.1425273146./669361929810592/?t
ype=3&theater 

ドコモダケだよ。 
 
今週末は父の日だね。子どもたちは覚えてたみたい。うれしいなぁ♪ 父
の日の始まりは、男手一つで育てられた娘さんが、「母の日があるのに、
父の日がないなんて」と周りに訴えたから、なんだって。世界中の父親は、
この親子にも感謝だね。ありがとう。 
 
 

■本文 ■本文 
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家電業界 

アカウント名 
オーディオテクニカ  

Audio-Technica Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/audiotechnicajapan/p
hotos/pb.163461410376590.-
2207520000.1425283282./692489270807132/?t
ype=3&theater 

明日、6月15日は「父の日」ですね☆ 
日頃、満員電車で通勤しているお父さんに、こんな贈り物はいかが？ 
 
新発売の完全一体型Bluetoothヘッドセット『ATH-BT12』です。 
耳元で操作が完結するので、スマホや携帯音楽プレーヤーが取りだしず
らい満員電車の中でも快適に使えますよ♪ 
 
ATH-BT12： http://audio-technica.eng.mg/186fd 

アカウント名 Panasonic Japan（パナソニック） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/panasonic.avmjapan/
photos/pb.348263271865166.-
2207520000.1425282767./785861921438630/?t
ype=3&theater 

沖縄をはじめ梅雨入りし、洗濯物を乾かすのに苦労する時期がきました。 
部屋干しの嫌なにおいを防ぐコツは、早く乾かすこと！ 
だからこそパナソニックの除湿機は、「スピード」にこだわり、ワイドにすばやく乾
かします。 
ジメジメしない梅雨を。 
 
商品詳細はこちら 
http://panasonic.jp/joshitsu/ 

■本文 ■本文 

http://audio-technica.eng.mg/186fd
http://audio-technica.eng.mg/186fd
http://audio-technica.eng.mg/186fd
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fpanasonic.jp%2Fjoshitsu%2F&h=6AQFgX5My&enc=AZPlhG4Eo6Nhh0vyl4UJvQfxYZYta__jkWA045i_qPwXdN6pU_Ckhdy5JzIw7Wl-X-AG-VBj3kqIqZVCvGkJ71YZBV4GP4iMSeditrOmEFDLpU4KCoyJFFLiJIc5hHzpJs8SexpahcXIf_UnCVx7z3vd&s=1
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家電業界 

アカウント名 富士フイルム株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/FujifilmJapan/photos/
pb.390677120953953.-

2207520000.1425284099./724544927567169/?t
ype=3&theater 

【今年も大きくなったね♪】 
今日は子どもたちが主役の日！たった一年で、みんなどんどん大きくなって
くれますねー。(´ｍ｀） 
そんなうれしい成長のしるしを、ぜひ写真アルバムで残してあげませんか？
☆ 
http://bit.ly/1iFye7i 
 
写真がたくさんあっても大丈夫！写真・・・ 

アカウント名 インテル株式会社（Intel K.K.） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/IntelJapan/photos/pb.
212397478822825.-

2207520000.1429611041./715590661836835/?t
ype=3&theater 

よい週末を！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 

http://bit.ly/1iFye7i
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家電業界 

アカウント名 SONY 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sony.jpn/photos/pb.2
18279288185600.-

2207520000.1425285401./844857462194443/?t
ype=3&theater 

おはようございます。 
今週の投稿は、αcafeの写真からスタート！ 
http://bit.ly/1kFGi8l 
 
こちらは、マンスリーフォトコン 第31回でGOLD spoonを受賞した作品。 
青空に浮かぶカラフルな傘が爽やかですね！ 
 
撮影：dareyaさん 

アカウント名 富士フイルム株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/FujifilmJapan/photos/
pb.390677120953953.-

2207520000.1425284099./727705040584491/?t
ype=3&theater 

【カーネーションに、想いを伝えるプラス１♪】 
母の日があと2日にせまってきました。「今年は何をあげようかな～」と毎
年悩んじゃうところですね。(σ･з･｡`) 
 
思い出のベストフォトをプリントして、ちょっとかわいくデコレーション☆ 育て
てくれた感謝をお母さんに伝える、手作りのカードはいかがでしょう？ 
 
「ありがとう」の言葉に、写真がプラスされる・・・ 

■本文 ■本文 

http://bit.ly/1kFGi8l
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エンターテインメント業界 

アカウント名 
プレイステーション ／ PlayStation

（Japan） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/PlayStationJapan/phot
os/pb.285673394833294.-

2207520000.1425366045./696698310397465/?t
ype=3&theater 

ちゃんと持った？ 
 
 
 
 
 
 
 

アカウント名 セガ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sega.jp/photos/pb.33
0133230383834.-

2207520000.1425364215./731913503539136/?t
ype=3&theater 

関東は梅雨入り。セガ本社前も雨降りの今日…、♡の形、見えます
か？ 
本社前の道で、ハート型の水たまりを見つけました！ 
なんだかいいことがありそう♪ 
 
 
 
 

■本文 ■本文 
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アパレル業界 

アカウント名 土屋鞄製造所 

投稿URL 

https://www.facebook.com/tsuchiyakaban/photos
/pb.203361056348699.-

2207520000.1429752831./806222092729256/?t
ype=3&theater 

今年の父の日は6月15日。これからの「相棒」になれるような革ギフト、
厳選してみました。 
http://www.tsuchiya-
kaban.jp/library/detail.php?product_id=1684 
 
 
 
 

アカウント名 ユナイテッドアローズ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/UNITEDARROWS.jp/p
hotos/pb.203311536376857.-

2207520000.1425369038./710504685657537/?t
ype=3&theater 

紫外線対策は万全ですか？ 
 
暖かくなり、陽射しもさわやか！こんなお天気だと忘れてしまいがちなのは
紫外線。今回はお店にやってきた、紫外線対策アイテムをご紹介します。 
→http://www.united-arrows.jp/store_blog/2014/05/a-
1.html?fb=UNITEDARROWS 
 
 

■本文 ■本文 

http://www.tsuchiya-kaban.jp/library/detail.php?product_id=1684
http://www.tsuchiya-kaban.jp/library/detail.php?product_id=1684
http://www.tsuchiya-kaban.jp/library/detail.php?product_id=1684
http://www.united-arrows.jp/store_blog/2014/05/a-1.html?fb=UNITEDARROWS
http://www.united-arrows.jp/store_blog/2014/05/a-1.html?fb=UNITEDARROWS
http://www.united-arrows.jp/store_blog/2014/05/a-1.html?fb=UNITEDARROWS
http://www.united-arrows.jp/store_blog/2014/05/a-1.html?fb=UNITEDARROWS
http://www.united-arrows.jp/store_blog/2014/05/a-1.html?fb=UNITEDARROWS
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自動車・運輸業界 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/jal.japan/photos/pb.1
95152223850783.-

2207520000.1425353796./775714835794516/?t
ype=3&theater 

おはようございます、Facebookチームです。 
全国的に季節外れの真夏日を迎えた週末でしたが、早いもので、もう6
月。梅雨はうんざりですが、雨に濡れた紫陽花の美しさは梅雨の時期な
らではですね♪ 
 
 
 
 

アカウント名 ANA.Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/ana.japan/photos/pb.
143718759008710.-

2207520000.1425353208./675615712485676/?t
ype=3&theater 

日曜日は父の日♪♪ 
ANAでは国内線就航全空港で、お父さんへありがとうの気持ちを込めて、
“ひまわりの種”を配布いたします。 
(数に限りがありますので予めご了承ください。) 
良い週末を☆ 
 
 
 

■本文 ■本文 
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自動車・運輸業界 

アカウント名 Audi Japan / アウディジャパン株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/audi.jp/photos/pb.22
1225227922612.-

2207520000.1425362310./741480962563700/?t
ype=3&theater 

なかなか言えない《いつもありがとう》を、今日、伝えてみませんか? 
Happy Mother's Day! 
 
 
 
 
 
 

アカウント名 マツダ/Mazda Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/Mazda.Japan/photos/
pb.153057444782045.-

2207520000.1425358675./663400043747780/?t
ype=3&theater 

こんな道なら梅雨でもドライブは楽しくなりますね。 
みなさんの地域ではあじさい咲いていますか？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 
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自動車・運輸業界 

アカウント名 Nissan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NissanJP/photos/pb.1
84414318245423.-

2207520000.1425362637./742101032476746/?t
ype=3&theater 

【にっちゃん情報局】 
今日、5月5日は「こどもの日」と言うことで、ひなまつりのひな人形に続い
て、クルマに"こいのぼり"を飾ってみました！ 
デイズ ルークスに搭載された「シーリングファン」でたなびく姿、いかがです
か？ 
皆さんも、「こいのぼりの名所に行った」「自宅に飾った」なんてお写真が
あったらコメントで教えてくださいね。 
※安全のため、運転中にこいのぼりの飾りつけや鑑賞等はお控えください。 

アカウント名 Audi Japan / アウディジャパン株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/audi.jp/photos/pb.22
1225227922612.-

2207520000.1425362310./760763417302121/?t
ype=3&theater 

雨上がりの、息を呑むような青空。 
 
Photo by Exotic Car Life Photography 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 
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飲料業界 

今日は母の日。 
ビール党のお母さんにはこんなプレゼントも喜ばれますよ♪ 
みなさんは何をプレゼントされますか？ 
 
 
 
 
 

アカウント名 コカ・コーラ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/cocacolapark/photos/
pb.138477036209783.-

2207520000.1425287204./680215625369252/?t
ype=3&theater 

コカ･コーラは200以上の国や地域で出会えます♪ 
行ってみたいのはどこの国？ 
ハッピーな週末を;D 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 

アカウント名 キリンビール / KIRIN BEER 

投稿URL 
https://www.facebook.com/kirinbeer/photos/a.21
4343645332336.33685.201158866650814/5120

83418891689/?type=1&theater 
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飲料業界 

アカウント名 カルピス「水玉通信」 

投稿URL 

https://www.facebook.com/calpis.jp/photos/pb.1
83950798330351.-

2207520000.1425287502./744933718898720/?t
ype=3&theater 

【6月21日は夏至】もうすぐ1年で一番昼が長い日、夏至です。 
今日の東京は晴れ！梅雨明けはしていませんが、晴れた日にはお日様
のもと「カルピス」をお楽しみください♪ 
 
 
 
 
 

アカウント名 コカ・コーラ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/cocacolapark/photos/
pb.138477036209783.-

2207520000.1425287204./693347350722746/?t
ype=3&theater 

今日は、29日で肉の日！ 
アウトドアシーズンは、BBQを楽しもう；） 
 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 
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飲料業界 

アカウント名 Georgia（ジョージア） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GEORGIA.JAPAN/phot
os/pb.480353835341855.-

2207520000.1425288495./705563522820884/?t
ype=3&theater 

連休合間に、いざ出陣！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 

アカウント名 サントリー 角ハイボール 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SuntoryKAKUHIGHBA
LL/photos/pb.207860409325697.-

2207520000.1425343878./522750214503380/?t
ype=3&theater 

ゴールデンウィークはいかがお過ごしですか。帰省中などの寛ぎのひととき
に、庭先でのんびり角ハイボール缶をいかがでしょう。 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 ポカリスエット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/pocarisweat.jp/photos
/pb.222906224388095.-

2207520000.1425288995./793058657372846/?t
ype=3&theater 

6月といえば、ジューンブライド。帰り道に友人と「いい結婚式だったね！」
と話しながら、ついつい思い出して涙が…素敵な時間の余韻にひたりな
がら、心もカラダもうるおって。 
 
 
 
 
 

アカウント名 Georgia（ジョージア） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GEORGIA.JAPAN/phot
os/pb.480353835341855.-

2207520000.1425288493./730045183706051/?t
ype=3&theater 

日本の雨の日を、支えている人がいる。 
 
#世界は誰かの仕事でできている 
 
 
撮影場所：東京ノーブル 
 
 

■本文 ■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AF%E8%AA%B0%E3%81%8B%E3%81%AE%E4%BB%95%E4%BA%8B%E3%81%A7%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%A6%E3%81%84%E3%82%8B
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飲料業界 

アカウント名 ポカリスエット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/pocarisweat.jp/photos
/pb.222906224388095.-

2207520000.1425288995./798469176831794/?t
ype=3&theater 

今年も梅雨の季節が到来。毎日安定しない天気とジメジメした湿気で
嫌ですね。そんな中、てるてる坊主にお願いしたら、どうやら今週は晴れの
地域も多そうです。 
 
実は梅雨の季節のオフィスは空調によって乾燥しがちなので油断大敵！
そんな時でもイオンウォーターで水分補給。カラダの中からうるおいを、しっ
かりキープしましょう。 
 

アカウント名 ポカリスエット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/pocarisweat.jp/photos
/pb.222906224388095.-

2207520000.1425288995./795510373794341/?t
ype=3&theater 

今度の日曜日は”父の日”です。お父さんがお風呂に入っている間に、
こっそりプレゼントを用意。新しいパジャマと一緒に、お風呂上がりの水分
補給も、さりげなく気配り！ 
 
「お父さん、いつもありがとう！」 
 
 
 

■本文 ■本文 
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飲料業界 

アカウント名 ギネス 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GuinnessJapan/photo
s/pb.133851933350770.-

2207520000.1425289505./651070681628890/?t
ype=3&theater 

ケンジです。 
 
潮干狩りの季節ですね。 
お馴染みのアサリやハマグリも自分で採ると、またひと味違いますよね。 
皆さんも今週末あたりいかがでしょう？ 
 
 
 

アカウント名 ギネス 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GuinnessJapan/photo
s/pb.133851933350770.-

2207520000.1425289505./643586799043945/?t
ype=3&theater 

こんばんは、アイです。 
 
今週日曜日は母の日。 
日頃の感謝の気持ちを込めて、今年はカーネーションにギネスを添えて贈
ります。 
お母さん、いつもありがとう！ 
 
 

■本文 ■本文 
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飲料業界 

アカウント名 キリンビバレッジ（KIRIN Beverage 

投稿URL 

https://www.facebook.com/kirinbeverage/photos/
pb.324644630918744.-

2207520000.1425344315./658487977534406/?t
ype=3&theater 

今日は「こどもの日」。 
 
こどももおとなも、みんなキリンレモンでカンパイ♪ 
 
 
 
 
 

アカウント名 キリン 午後の紅茶 

投稿URL 

https://www.facebook.com/gogotea.jp/photos/pb
.208604489186886.-

2207520000.1425344085./673024599411537/?t
ype=3&theater 

5月11日は「母の日」。 
赤いカーネーションで感謝の気持ちを伝えよう☆ 
 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 
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飲料業界 

アカウント名 アサヒビール ASAHIBEER 

投稿URL 

https://www.facebook.com/asahibeer.japan/phot
os/pb.161976847204938.-

2207520000.1429713182./662267700509181/?t
ype=3&theater&__mref=message 

今年の父の日のプレゼントはこれにしました。 
お父さん、喜んでくれるかなあ。 
 
▼竹鶴ピュアモルト▼ 
http://asahi-fb.jp/1hoPtdy 
 
 
 

アカウント名 キリンビバレッジ（KIRIN Beverage） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/kirinbeverage/photos/
pb.324644630918744.-

2207520000.1425344296./678693515513852/?t
ype=3&theater 

今度の日曜日は父の日ですね。日頃の感謝の気持ちを伝えるプレゼン
トは、もうお決まりですか？ 
 
コーヒー好きなお父さんには、「キリン ファイア」を添えると、喜ばれるかもし
れません♪ 
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飲料業界 

アカウント名 SUNTORY サントリー 

投稿URL 

https://www.facebook.com/suntorygroup/photos/
pb.116375271764862.-

2207520000.1425345202./695719100497140/?t
ype=3&theater 

今週末は父の日。ウイスキー好きなお父さんへのプレゼントに、シングルモ
ルトウイスキー「白州」「山崎」はいかがでしょう？白州蒸溜所でご購入い
ただくと、オリジナルラッピングでお渡しします！6/15まで
♪ http://bit.ly/1mADSo0 
※山崎蒸溜所では、ポストカードをプレゼント！  
 
 
 

アカウント名 SUNTORY サントリー 

投稿URL 

https://www.facebook.com/suntorygroup/photos/
pb.116375271764862.-

2207520000.1425345202./694050837330633/?t
ype=3&theater 

今日は 恥ずかしがらずに お父さんと乾杯。 
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食品業界 

アカウント名 カップヌードル 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nissincupnoodle/phot
os/pb.164368343676894.-

2207520000.1425347185./585878828192508/?t
ype=3&theater 

あじさいの季節 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerrysJapan/photo
s/pb.167387470044872.-

2207520000.1425431247./637138973069717/?t
ype=3&theater 

晴れがまちどおしいなー。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 チキンラーメン ひよこちゃん 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nissinchikinramen/ph
otos/pb.372888499397997.-

2207520000.1425347371./759055960781247/?t
ype=3&theater 

今日は母の日。カーネーションでボクなのですー。 
･･･でも、あれ？？そもそも、ボクのお母さんって、誰でしたっけ？（笑） 
 
 
 
 
 
 

アカウント名 カップヌードル 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nissincupnoodle/phot
os/pb.164368343676894.-

2207520000.1425347185./596635473783510/?t
ype=3&theater 

これからもずっと一緒に食べようね。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 
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食品業界 

アカウント名 KitKat 

投稿URL 

https://www.facebook.com/kitkat.japan/photos/p
b.231631526871914.-

2207520000.1425348129./685321954836200/?t
ype=3&theater 

Happy Father's day！ 
お父さん、大好き♡ 
 
 
 
 
 
 

アカウント名 チキンラーメン ひよこちゃん 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nissinchikinramen/ph
otos/pb.372888499397997.-

2207520000.1425347371./776465592373617/?t
ype=3&theater 

６月は梅の収穫の季節！ 
ということで、意外な組み合わせで大人気の梅干し入りチキンラーメンは
いかがですか？ 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 
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食品業界 

アカウント名 ニチレイフーズ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NichireiFD/photos/pb.
157873394257043.-

2207520000.1425349090./726515570726153/?t
ype=3&theater 

【こどもの日】 
もうすぐ5月5日は「こどもの日」♪ 
こんなプレートランチでお祝いなんていかがですか？ 
大好きなハンバーグと一緒にかわいく盛り付ければ、いつもより野菜もモリモリ
食べてくれるかもしれませんね♪ 
 

お弁当にＧｏｏｄ！ミニハンバーグ 
http://www.nichireifoods.co.jp/product/detail/food_detail.html
?sho_id=12 

アカウント名 マルコメ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/marukome.family/pho
tos/pb.222508897796647.-

2207520000.1425348926./676729165707949/?t
ype=3&theater 

今日から関東も梅雨入り。 
 
子供の頃、この時期は  
アメンボを追いかけていましたが  
最近、見かけなくなりました。  
 
どこへ行ってしまったのでしょう・・・ 
 

■本文 ■本文 
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食品業界 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerrysJapan/photo
s/pb.167387470044872.-

2207520000.1425431249./613346272115654/?t
ype=3&theater 

いつもありがとう、お母さん。 
 
 
 
 
 
 
 

アカウント名 ニチレイフーズ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NichireiFD/photos/pb.
157873394257043.-

2207520000.1425349090./730091723701871/?t
ype=3&theater 

【母の日】 
今度の日曜日、11日は「母の日」 
普段は照れくさくて言えない「ありがとう」を、パスタでつくったカーネーション
を添えたお弁当に込めて。お母さん、いつもありがとう！ 
今回使った商品はコチラ▼▼▼ 
若鶏の香り唐揚げ 
http://www.nichireifoods.co.jp/product/detail/food_detai
l.html?sho_id=138 

■本文 ■本文 
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製薬業界 

アカウント名 チョコラ BB / Chocola BB 

投稿URL 

https://www.facebook.com/chocolabb.jp/photos/
pb.399928013361174.-

2207520000.1425351872./754295257924446/?t
ype=3&theater 

5月11日は母の日! 
いっぱいの感謝を込めて、 
朝ごはん作ってあげようと思うんだ! 
ベベママ喜んでくれるといいな・・・。ベイベー! 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 新日本製薬 

投稿URL 

https://www.facebook.com/shinnihonseiyaku/pho
tos/pb.215811548451080.-

2207520000.1425431928./459004134131819/?t
ype=3&theater 

あじさい、いっぱい咲いてたヨ！！！ヾ(≧∀≦)ﾉ ﾋｬｯﾎｰ!! 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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製薬・保険業界 

アカウント名 チョコラ BB / Chocola BB 

投稿URL 

https://www.facebook.com/chocolabb.jp/photos/
pb.399928013361174.-

2207520000.1425351872./770389856314986/?t
ype=3&theater 

雨でもカラフルな傘を見るとウキウキするなぁ♪ 
みんなは何色の傘が好き？ 
オレに教えてくれよな、ベイベー！ 
 
 
 
 
 

アカウント名 チョコラ BB / Chocola BB 

投稿URL 

https://www.facebook.com/chocolabb.jp/photos/
pb.399928013361174.-

2207520000.1425351872./767722113248427/?t
ype=3&theater 

アジサイっていろんな色に変わるから 
「七変化」って呼ばれることもあるんだって～☆ 
オレも変身したいぜ♪ベイベー！ 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 
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化粧品業界 

アカウント名 アルビオン ALBION 

投稿URL 

https://www.facebook.com/albion.jp/photos/pb.3
87989354584397.-

2207520000.1425346436./681831635200166/?t
ype=3&theater 

ジューンブライドになれる最後の週末。もしウエディングパーティーに招かれ
ているなら、花嫁の素肌をみずみずしく輝かせる、こんなサムシングブルー
を贈ってみてはいかがですか？エステに行く間もない、忙しい花嫁ならなお
さら、うれしい驚きを感じてもらえるはずです。 
エクラフチュール▼http://bit.ly/1lr0Mm4 
 
 
 

アカウント名 ファシオ 公式ページ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/fasio.official/photos/p
b.294955220549310.-

2207520000.1425346324./767351229976371/?t
ype=3&theater 

本日のテーマは、 
今年はちょっと長い”梅雨”の科学。 
 
雨ばかりで、嫌な季節だと思いますか？ 
でも、雨が降った直後の晴れ間には 
マイナスイオンがたっぷり。 
 
雨上がりにはちょっとだけ・・・ 
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金融業界 

アカウント名 
アフラック 

（アメリカンファミリー生命保険会社 

投稿URL 
https://www.facebook.com/aflac.co.jp/photos/a.1
49581285117827.37505.137034853039137/645

405472202070/?type=3&theater 

雨の季節のお花といえば、紫陽花♪ 
ピンクや青、紫があるけれど、みんなは何色の紫陽花が好きかにゃ？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 ■本文 

アカウント名 
アフラック 

（アメリカンファミリー生命保険会社） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/aflac.co.jp/photos/a.1
49581285117827.37505.137034853039137/618

173608258590/?type=3&theater 

新緑の季節になると、スポーツがしたくなるにゃ！みんなはどんなスポーツ
が好き？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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金融業界 

アカウント名 三井住友カード株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/smbccard/photos/pb.
192383087459591.-

2207520000.1425278074./778172925547268/?t
ype=3&theater 

お気に入りの傘を買ってごきげんのウリボー♪ルンルン気分でおでかけです
よ!! 
 
お支払いは計画的に☆ 
「あとからリボ」の詳細はこちら⇒http://bit.ly/1jDnQ0g 
 
 
 

アカウント名 三井住友カード株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/smbccard/photos/pb.
192383087459591.-

2207520000.1425278074./774324325932128/?t
ype=3&theater 

【父の日はアメリカ生まれ】 
6月15日は父の日ですね。 
アメリカに住む女性が男手1つで育ててくれた父に感謝するため、母の日
同様、父に感謝する日を作って欲しいと牧師教会へ嘆願して始まったそ
うです。 
お父さんへの日頃の感謝をカタチにして送りませんか
♪⇒http://bit.ly/1k6f8bk 
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http://bit.ly/1jDnQ0g
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