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はじめに 

 

 

 

昨年（2014年9月～10月）のFacebookページで 

季節感のある（秋）投稿を業界別にいくつかまとめましたので、 

9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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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.-

2207520000.1437552324./741170402605685/?t
ype=3&theater 

明日9/23は秋分の日。涼しくなって、スポーツをするのにちょうどいい季
節ですね！ 
そこで先日、【スポーツ用インナーイヤーヘッドホン＜SONICSPORT＞】
を皇居ランしながら試せる試聴会を開催！！参加者の皆さんに、好み
やウェアに合わせてイヤホンを選んでいただき、普段お使いのプレイヤーで
試聴していただきました♪ 
……… 
 

■本文 

アカウント名 ScanSnapJP 

投稿URL 

https://www.facebook.com/ScanSnapJP/photos/p
b.192652797434829.-

2207520000.1437552195./864607006906068/?t
ype=3&theater 

明日のハロウィ～ンに向けて、デュアルスキャンで友人にグリーティングカー
ドを送る準備ばっちりです★(・ｗ・´)ゝ 
 
実はこのカード、 SnapLiteを使ってつくったんですよ～！ 
#scansnap 
 
iX100のカバー、デザインクリエイターは、ゆこびん さんです☆ 
 

■本文 
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家電業界 

アカウント名 
キヤノン マーケティング ジャパン 

（Canon Marketing Japan） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/CanonMJ/photos/pb.3
81111741960060.-

2207520000.1437616437./775258652545365/?t
ype=3&theater 

【素敵な秋の写しかた】 
夕日で黄金に輝くススキ。秋は表情がとても豊かな季節ですね。 
「moments」11月号の特集は、「晩秋が魅せる風景」。さまざまな秋の
表情をどのように切り取るか、そのテクニックを風景写真家の早見紀章氏、
三島淳氏が解説します。撮影に使った機材や設定も細かく掲載されて
いるので秋のうちに読んでおきたい内容です。 
……… 
 

■本文 

アカウント名 Nikon 1（ニコン ワン） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nikon1.nij/photos/pb.
133190280118318.-

2207520000.1437552445./606672086103466/?t
ype=3&theater 

■本文 

Happy Halloween！ 
お店の前で見つけたハロウィンをお届けします♪ 
 
素敵なハロウィンをお過ごしください＾＾ 
 
※Nikon 1 J4 + 1 NIKKOR 32mm f/1.2 
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飲料業界 

アカウント名 コカ･コーラ (Coca-Cola) 

投稿URL 

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

2207520000.1438139311./761116303945850/?t
ype=3&theater 

今日は #体育の日 !! 
ラスベガスのコカ･コーラ ストアで販売中のいろんなスポーツをデザインした
こちらのボトル。7本のボトルが、どのスポーツかわかりますか？ 
答えは･･･ 
     
⇒左から、ゴルフ/バスケットボール/野球/サッカー/テニス/アメフト/ボウリ
ングでした:D 
 

■本文 

アカウント名 コカ･コーラ (Coca-Cola) 

投稿URL 

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

2207520000.1438138759./758511004206380/?t
ype=3&theater 

今夜は #皆既月食 !! 
コカ･コーラを飲みながら、欠けていく月を眺めよう:D 
 
 
 
 

 

 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 コカ･コーラ (Coca-Cola) 

投稿URL 

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

2207520000.1438139309./769804896410324/?t
ype=3&theater 

ハッピーな #ハロウィン を:D 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

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.-

2207520000.1438498425./728981907171093/?t
ype=3&theater 

＼かぼちゃコロッケでハッピーハロウィン！／ 
   ￡ 
／⌒⌒⌒⌒＼ 
  ▼ ▼  糖質ゼロ※、プリン体ゼロの 
  ＷＷＷ  辛口焼酎ハイボールもご一緒に。 
＼＿＿＿＿／ ⇒http://asahi-fb.jp/1vQVtAz 
 
 

■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.-

2207520000.1438262413./779561085421127/?t
ype=3&permPage=1 

月がこんな風に見えたら、あなたはもうジョージア党。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ウィルキンソン Wilkinson 

投稿URL 

https://www.facebook.com/wilkinson.japan/photo
s/pb.183192011771534.-

2207520000.1438140499./698631530227577/?t
ype=3&theater 

スポーツの秋も、ウィルキンソンとともに。 
いい汗をかいたあとは、強炭酸の刺激が心地いい。 
 
 
 
 

 

 

■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.-

2207520000.1438262991./839193736092671/?t
ype=3&theater 

今晩は「中秋の名月」ですね。 
 
たまには日常を忘れて、優雅にお月見なんてどうでしょう。心も体もリラッ
クスして、秋の気配を感じてみては？ 
 
 
 
 

■本文 

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.-

2207520000.1438262413./804950009548901/?t
ype=3&theater 

骨身にしみわたる。 
#ハロウィン 
 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1438262991./853195428025835/?t
ype=3&theater 

10月に入り、日増しに秋も深まってきましたね。 
 
涼しくなると汗をかくことも少なくなり、過ごしやすくなりますが、実は空気の
乾燥が気になってくる季節でもあります。いつでも、潤いを忘れずに。 
 
 
 
 

■本文 

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.-

2207520000.1438262991./842094832469228/?t
ype=3&theater 

「おじいちゃん、おばあちゃん、いつもありがとう！」 
 
本日は敬老の日！いつも元気な二人に感謝の気持ちを伝えます。もし
かして、若さの秘訣は欠かさない水分補給なのかも？ 
 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 アクエリアス-AQUARIUS 

投稿URL 

https://www.facebook.com/aquarius.jp/photos/pb
.499565423414335.-

2207520000.1438263357./844870125550528/?t
ype=3&theater 

お気に入りの本とアクエリアス ビタミンを用意して、読書の秋を満喫♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 アクエリアス-AQUARIUS 

投稿URL 

https://www.facebook.com/aquarius.jp/photos/pb
.499565423414335.-

2207520000.1438263357./832390226798518/?t
ype=3&theater 

秋の入り口へ、Let's Go！ 
#つづけるキミに 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 伊藤園 

投稿URL 

https://www.facebook.com/itoenjapan/photos/pb.
164584037039763.-

2207520000.1438491078./350739851757513/?t
ype=3&theater 

今週も一週間、お疲れ様でした。 
この土日は秋の夜長に、ちょっと夜更かしして読書も良いですね♪ 
 
それではみなさん、素敵な週末をお過ごしください☆彡 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Guinness(ギネス) 

投稿URL 

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

2207520000.1438264128./713190128750278/?t
ype=3&theater 

ケンジです。 
 
芸術の秋なので、今日は絵画鑑賞などいかがでしょう。 
うーん、美味しそう！ 
 
 

 

 

■本文 
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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.-

2207520000.1438495255./651218794991844/?t
ype=3&theater 

秋の夜長は読書とカップヌードル。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

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.-

2207520000.1438495255./648349768612080/?t
ype=3&theater 

3分マツタケ。 
 
 
 
 
 

 

 

■本文 



Page12 Copyright ©2015 Tribal Media House, Inc. All rights reserved. Confidential 

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.-

2207520000.1438497350./825582480819461/?t
ype=3&theater 

【ハロウィン】 
31（金）は「ハロウィン」！ 
チキンライスのジャック・オー・ランタン、はんぺんのおばけで、かわいくデコ
レーションしてみました。 
それにしても、 
オレンジ色って、なんだか元気をくれる色ですね＾＾ 
このお弁当に入れた商品はコチラ▼▼▼ 
……… 

■本文 

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.-

2207520000.1438495255./659612050819185/?t
ype=3&theater 

たまたま？ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 プリングルズ ジャパン 

投稿URL 

https://www.facebook.com/PringlesJapan/photos/
pb.181538028566311.-

2207520000.1438496185./718211854898923/?t
ype=3&theater 

秋の星座だよ！どの星座かわかるかな？(:{}) 
↓ 
↓ 
正解は 
↓ 
↓ 
 
「カシオペア座」 (:{}) 

■本文 

アカウント名 プリングルズ ジャパン 

投稿URL 

https://www.facebook.com/PringlesJapan/photos/
pb.181538028566311.-

2207520000.1438496185./712342435485865/?t
ype=3&theater 

芸術の秋！Mr.Pの似顔絵を描いてみて！(:{}) 
 
 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1438496575./742492045785857/?t
ype=3&theater 

来週末は、いよいよハロウィン☆ みなさんはどんな仮装しますか？？ 
 
http://bit.ly/BREAKTOWN 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 KitKat 

投稿URL 

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

2207520000.1438496575./723150607720001/?t
ype=3&theater 

今日は中秋の名月、十五夜。 
 
よく冷やした"キットカット"と共に、お月見を楽しみませんか？ 
 
http://nestle.jp/brand/kit/ 
 
 
 

■本文 

http://bit.ly/BREAKTOWN
http://nestle.jp/brand/kit/
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食品業界 

アカウント名 マルコメ／marukome 

投稿URL 

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

2207520000.1438497110./749193365128195/?t
ype=3&theater 

今年も、読書の秋が来ましたね♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 マルコメ／marukome 

投稿URL 

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

2207520000.1438497110./750184168362448/?t
ype=3&theater 

ハッピーハロウィン♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■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/
a.418673201486655.93647.399928013361174/8

36820343005270/?type=1&theater 

この中で一番大きいのはだーれだ？ 
もちろんオレだよな～！(≧∀≦)  
どんぐりの背くらべイベー♪ 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 チョコラ BB / Chocola BB 

投稿URL 
https://www.facebook.com/chocolabb.jp/photos/
a.418673201486655.93647.399928013361174/8

11235222230449/?type=1&theater 

９月１日は防災の日だぜ！！ 
備えあれば憂いなし！でも何か足りないようながするぜ… 
みんなは何が足りないか分かるかな？ベイベー！ 
 
 
 
 
 

■本文 
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保険・金融業界 

アカウント名 JCB 

投稿URL 
https://www.facebook.com/JCBcard/photos/a.178
950442144769.37025.152963321410148/78451

7514921389/?type=1 

今日は十五夜。まんまるお月さまを愛でるおともに、まんまるなお団子は
いかがですか？ちょっとしたお買い物にも、クレジットカードをどうぞ。 
 
さぁ、JCBの出番です。 
 
 
 
 

■本文 

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/a.3
48094041888494.86075.192383087459591/829

014633796430/?type=1 

空を見上げると毎日違う表情が見えますね。 
明日はどんな空が見えるでしょうか…。 
 
今週もお疲れ様でした。 
よい週末を♪ 
 
 
 

■本文 
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保険・金融業界 

アカウント名 JCB 

投稿URL 
https://www.facebook.com/JCBcard/photos/a.178
950442144769.37025.152963321410148/79391

0693982071/?type=1 

さば雲､うろこ雲､いわし雲。秋空に浮かぶ雲も名前がさまざま。さばの背
のようにしま状のもの､いわしの群れや魚の鱗に似ているものをそれぞれ指
していますが､どれも巻積雲(けんせきうん)の俗称だそう。秋空を見あげて
のお散歩もいいですよね。よい週末をお過ごしください！ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ソニー損保 （sonysonpo） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sonysonpo/photos/a.
129580937142492.18234.121158194651433/59

7202323713682/?type=1 

【WONDERFUL★DRIVE】絶景ドライブに行こう！ 
 
今週末の一枚は、岩手県の「錦秋湖（きんしゅうこ）」。山々の紅葉が
湖面に映り、紅葉ドライブにもぴったりのスポット。 
 
見頃は10月中旬～下旬、今年もちょうど色づき始めた頃のようですよ♪
皆様、良い週末を！ 
 

■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/a.41
2860628734123.94609.184414318245423/8032

40729696109/?type=1 

今日は、中秋の名月。さらに、明日はスーパームーンですね。 
海外では、オオカミ男が現れると言われる満月の夜。“羊の皮を着た狼”
の目も、輝きを増すかも？ 
 
#にっちゃん情報局 #moon 
 
 
 

■本文 

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/a.284
214071623727.73131.221225227922612/83133

9880244474/?type=1 

I can’t stop falling in love with this MONSTER. 
Happy Halloween!! 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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自動車・運輸業界 

アカウント名 TOYOTA / トヨタ自動車株式会社 

投稿URL 
https://www.facebook.com/ToyotaMotorCorporati
on/photos/a.160112994050197.34842.15813966

0914197/758696867525137/?type=1 

【My TOYOTA × AUTUMN】No.1 
 マークXと落ち葉の絨毯を走る 
Photo by 高井 智子さん 
 《みなさんのお写真おまちしています！↓↓↓》 
秋を感じさせる、トヨタの車が写っているお写真をご投稿ください。 
ご応募頂いたお写真の中から毎回一点を選出させていただき、カバー画
像に掲載させていただきます。エピソードや撮影日時の記載は無くても
OKです。 

■本文 

アカウント名 小田急ロマンスカー 

投稿URL 

https://www.facebook.com/romancecar/timeline/
story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200
99199&hash=7344931366359324616&pagefilter

=3 

秋の行楽シーズンに向けた期間限定の「臨時特急ロマンスカー」を、今
年は４行路で運行いたします。運行区間は、藤沢駅から伊勢原駅間
の「湘南みやがせ大山号」、本厚木駅から片瀬江ノ島駅間の「ぶらり え
のしま号」、唐木田駅から小田原駅間の「多摩大山もみじ号」、東京メ
トロ千代田線北千住駅から小田原駅間の「メトロもみじ号」です。いつも
とは違う区間を走る特急ロマンスカーで、ぜひお出かけしてみてはいかがで
しょうか。 
……… 

■本文 
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自動車・運輸業界 

アカウント名 Fiat Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/FiatJapan/photos/a.1
47082815314244.19044.146606232028569/802

404786448707/?type=1 

今年は「読書の秋」を満喫するのははいかが (｡ゝ∀･)ゞ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL)  

投稿URL 
https://www.facebook.com/jal.japan/posts/85648

3701050962 

魔女もドラキュラも、ハロウィンの集会に向けて移動するようです。 
機内では、携帯電話を機内モードにして、ホウキもきちんとしまってくださ
いね！ 
皆さまも、楽しいハロウィンを♪ 
 
 
 
 

■本文 
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自動車・運輸業界 

アカウント名 えきねっと（JR東日本ネットステーション） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/ekinet.jrnets/photos/a
.417701378249021.102338.403601742992318/8

44679102217911/?type=1 

群馬の魅力あふれる紅葉・温泉を満喫しに、列車の旅にでかけません
か？ 
この秋もSLやリゾートやまどりなどを使った、多彩なイベント列車が群馬を
走ります。中でも注目は、磐越西線で大人気の「ばんえつ物語」客車が、
SLにけん引されて上越線を走行すること！ ぜひ、この機会にご乗車され
てはいかがですか。 
▼群馬の秋を楽しむイベント列車情報はこちら 
……… 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/jal.japan/photos/a.19
6941460338526.47998.195152223850783/8291

28217119844/?type=1 

こんばんは、Facebookチームです。 
今日は中秋の名月、明日はスーパームーンと、お月さま好きにはたまらな
い2日間です！ 
アポロ11号の月面着陸から45年ですが、夜空を見上げると優しい月に
見守られている、人類と月はずっとそんな関係でいたいですね。 
 
 
 

■本文 
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自動車・運輸業界 

アカウント名 Fiat Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/FiatJapan/photos/a.1
47082815314244.19044.146606232028569/807

005822655270/?type=1 

秋は、輝かしい時間を心に刻む季節 (´▽`人)ﾟ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Alfa Romeo Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/AlfaRomeoJapan/phot
os/a.167971053227044.36062.14982141170867

5/876864949004314/?type=1 

妖艶で、ミステリアスな一夜をお過ごしください。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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エンターテインメント業界 

アカウント名 東京ディズニーリゾート 

投稿URL 
https://www.facebook.com/tdr.jp/photos/a.2444
55295653765.51290.213982575367704/652025

881563369/?type=1 

彼らは家族で東京ディズニーシーに遊びにきたスケルトンたち。とてもフレン
ドリーでゲストの皆さんともあちこちでお話ししたり写真をとったり一緒に楽
しんでいるようです。彼らと会ったことあるよ！という方いますか？ 
http://tdr.eng.mg/c480e 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン / 

Universal Studios Japan (USJ) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/UniversalStudiosJapan
/photos/a.181747108530192.35580.1760785624

30380/821252434579653/?type=1 

【ワンダー・トリック・オア・トリート】今年は、お菓子の種類がたくさん！つか
みどりタイムには、パークの仲間たちと一緒につかみどりを楽しもう！大好
きなお菓子に手を伸ばしてゲットしよう！ http://eng.mg/ce614 
 
 
 
 
 

■本文 

http://tdr.eng.mg/c480e
http://eng.mg/ce614
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エンターテインメント業界 

アカウント名 フジテレビ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/fujitelevision/timeline/
story?ut=43&wstart=1388563200&wend=14200

99199&hash=-
911960594034445654&pagefilter=3 

フジテレビ本社屋周辺では、時々ラフ君が散歩しているのを見かけます。 
今の時期はハロウィン限定の衣装を着たラフ君に会うことができるかも。 
カメラを向けたらいろいろなポーズをとってくれると思いますので、見かけたら
ぜひ声をかけてあげてくださいね。 
 
 
 
 

■本文 

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/a.300661746667792.78592.28567339483329

4/792524637481498/?type=1 

Happy Halloween！Trick or Play！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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エンターテインメント業界 

アカウント名 セガ（SEGA） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sega.jp/photos/a.394
162887314201.92826.330133230383834/79781

4626949023/?type=1 

ハッピーハロウィン(((▲_._▲))) 
Orbi Yokohama（オービィ横浜）で、ハロウィン企画「なりきって遊ぼう、
オービィ横浜」を開催中です！10月の平日は、動物の仮装でご来場さ
れたお客様は入館無料になるなどハロウィンにちなんだサービスやイベント
が盛りだくさんです！ 
館内のカフェには、鮮やかなオレンジ色のバンズにジャックオランタンの顔を
あしらったハロウィンバーガーなどハロウィンメニューが登場☆ 
……… 

■本文 

アカウント名 Sanrio Japan / サンリオ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sanriojp/photos/a.168
299239925458.44983.132495123505870/70686

5876068789/?type=1 

【サンリオキャラクターたちのハロウィーン！】 
ハロウィーンの季節がやってきました！ 
ハロウィーンに関するニュースや、とっておきのレシピなどなど、ここだけでしか
見られない情報が満載！ 
またキティやマイメロなど、キャラクターの情報ページもハロウィーンのデザイ
ンに模様替え☆ 
今だけの限定コンテンツ、ぜひぜひ楽しんでね♪ 
http://sanrio.eng.mg/6ecdf 

■本文 
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アパレル業界 

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/a.328159540558722.71176.20331153637

6857/781305405244131/?type=1 

食欲の秋に、新しい器を。 
 
秋は色々な楽しみ方がありますが、食欲には勝てません…。おいしいごは
んをよりおいしく！今年は器にもこだわってみませんか？ブログでご紹介し
ます。 
→http://www.united-
arrows.jp/store_blog/2014/09/post-
325.html?fb=UNITEDARROWS 

■本文 

アカウント名 
ベイクルーズ グループ｜ 
BAYCREW'S GROUP 

投稿URL 
https://www.facebook.com/baycrews/photos/a.2
18898378153005.52966.160504180659092/776

217319087772/?type=1&theater 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■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
/a.295724220445715.81132.203361056348699/

881211448563653/?type=1 

週の真ん中。今日は、秋の味覚を頂きます。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 土屋鞄製造所 

投稿URL 
https://www.facebook.com/tsuchiyakaban/photos
/a.295724220445715.81132.203361056348699/

882980661720065/?type=1&permPage=1 

土屋鞄の若手職人が手作りした、Xmasリース。葉っぱも実も、リボンも
革で仕立ててみました。 
http://www.tsuchiya-kaban.jp/blog/list.php 
 
 
 
 
 

■本文 

http://www.tsuchiya-kaban.jp/blog/list.php
http://www.tsuchiya-kaban.jp/blog/list.php
http://www.tsuchiya-kaban.jp/blog/list.php
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化粧品業界 

アカウント名 雪肌精公式ページ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sekkisei.official/photo
s/pb.169962503125068.-

2207520000.1438492720./634492020005445/?t
ype=3&theater 

【食欲の秋♪】 
食欲の秋ですね！SETSUKOは秋の旬の食べ物を食べると美肌になる
ような気がして大好きです♪みなさんもそんな気がしませんか？ 
美肌のために食べているものは何かありますか？SETSUKOに教えてくだ
さい♪ 
 
▼雪肌精公式ページ 
http://www.sekkisei.com/ 

■本文 

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.-

2207520000.1438491810./799079980136829/?t
ype=3&theater 

秋はやはり、スポーツに最適な季節。自ら体を動かして運動するのも、一
生懸命な誰かを応援するのだってこの季節はより一層気持ち良いもので
すね。 

運動で汗をかいても崩れにくいファシオはそんなあなたの味方。 

メイク崩れを気にせず思いっきり体を動かしてこの季節をエンジョイしましょ
う。 

明日からの週末、体も心もスッキリ最高のリフレッシュを。 

http://fasio.jp/catalog/mascara.html 

■本文 

http://www.sekkisei.com/
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IT通信業界 

アカウント名 So-net / ソネット 

投稿URL 
https://www.facebook.com/SonetEntertainmentC
orp/photos/a.154071431363678.26017.1086134

15909480/598007123636771/?type=1 

読書の秋、ということでモモぬい読書に挑戦！ 
 
あれ、ページをめくれないかも・・？ 
 
-So-net 広報担当- 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ソフトバンク（SoftBank） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/SoftBank/photos/a.41
0735398954287.112430.189764751051354/911

330078894814/?type=1 

9月20日は空の日。 

こんな雲を見つけた方は教えてください！ 

 

 

 

 

 

 

■本文 
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IT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/a.128212553925535.33666.124946600918797

/732347766845341/?type=1 

今日10月6日から、「国際文通週間」だそうです。 
 
久しぶりに、遠く離れた友人にメールしてみてはいかがでしょうか。 
 
 
 
 
 

■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/a.128212553925535.33666.124946600918797

/746662482080536/?type=1 

ドコモダケだよ。 

 

今日はハロウィンだね。ハロウィンには変わった言い伝えがあって、夜中にリ
ンゴを食べてから鏡をのぞくと、将来のパートナーの面影がうつるんだっ
て！今夜も、世界中の恋する人々が、こっそり試すのかなぁ。なんだかワ
クワクするね♪ 

 

 

■本文 


