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はじめに 

 

 

 

昨年（2015年5月～6月）のFacebookページで 

季節感のある（春）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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IT業界 

アカウント名 ソフトバンク（SoftBank） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SoftBan
k/photos/pb.189764751051354.-

2207520000.1458224538./107782
9482244872/?type=3&theater 

じめじめした天気が続きますね… 
 
こんなときはてるてる坊主にお願いを…♪ 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ソフトバンク（SoftBank） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SoftBan
k/photos/pb.189764751051354.-

2207520000.1458224538./108162
5898531897/?type=3&theater 

お父さん、いつもありがとう！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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IT業界 

アカウント名 NTTドコモ（NTT DOCOMO） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/docomo.o
fficial/photos/pb.124946600918797.-
2207520000.1458225121./87846704

2233412/?type=3&theater 

ドコモダケだよ。 
 
梅雨といえば、アジサイだね。みんなは何色のあじさいが好き？ 
 
咲く花の色は、土の酸性度によってが変わるらしいね。酸性が強くなるに
つれ青色に、逆にアルカリ性が強くなると赤色に近づいていくんだって。雨
水に滴る様子が、心を落ち着かせてくれるね。風流だな～。 
 

■本文 

アカウント名 au 

投稿URL 

https://www.facebook.com/aubyKD
DI/photos/pb.165508290171547.-
2207520000.1458224853./815603

931828643/?type=3&theater 

6月といえばジューンブライド。 
幸せな二人を見ていると、心がほっこりしますね。 
良い週末を♪ 
 
 
 
 
 

■本文 
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IT業界 

アカウント名 So-net / ソネット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SonetEntertain
mentCorp/photos/pb.108613415909480.-

2207520000.1458225555./6829163418125
15/?type=3&theater 

♪屋根よーり 高い こいのーぼーりー♪ 
 
今日は子どもの日！ 
早速モモぬいは柏餅をいただきます( ´艸｀) 
 
-ソネット広報担当- 
 
 

■本文 

アカウント名 インテル株式会社（Intel K.K.） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/IntelJap
an/photos/pb.212397478822825.-
2207520000.1458225309./939038

749492024/?type=3&theater 

よい週末を！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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IT業界 

アカウント名 So-net / ソネット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SonetEntertain
mentCorp/photos/pb.108613415909480.-

2207520000.1458225555./7045615063146
65/?type=3&theater 

今日は夏至の日！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 So-net / ソネット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SonetEntertain
mentCorp/photos/pb.108613415909480.-

2207520000.1458225555./6849666316074
86/?type=3&theater 

Happy Mother's Day♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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金融業界 

アカウント名 JCB 

投稿URL 

https://www.facebook.com/JCBcard
/photos/pb.152963321410148.-

2207520000.1458302595./926513
380721801/?type=3&theater 

みなさん、雨の日はどのように過ごされますか？ 
雨の日にお手紙を書くのも良いですよね。 
紫陽花の絵ハガキなどを使えば、受け取る人が 季節を感じるきっかけに
なるかもしれませんね♪ 
 
 
 
 

■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/smbccar
d/photos/pb.192383087459591.-

2207520000.1458225862./971884
032842822/?type=3&theater 

明後日21日は「父の日」ですね。 
伝え方は人それぞれ、感謝の気持ちがお父さまに伝わりますように☆ 
 
今週もお疲れさまでした！ 
良い週末をお過ごしくださいね(*^^)v 
 
 
 

■本文 
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金融業界 

アカウント名 アメリカン・エキスプレス 

投稿URL 

https://www.facebook.com/americanexpres
sjapan/photos/pb.145708245450216.-

2207520000.1458304943./7568814676662
21/?type=3&theater 

いよいよ日本各地で梅雨入りのシーズンとなりました。 
みなさんはどんな雨の日グッズで気分を盛り上げていますか？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 メットライフ生命保険株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/metlife.co.j
p/photos/pb.248435311939935.-

2207520000.1458303486./774110079
372453/?type=3&theater 

雨が続くこの季節。 
皆さまは、どのようにお過ごしですか？ 
あまり出掛けたくない梅雨こそ、スヌーピーたちのように、お家でゆっくり読
書をするのもいいですよね♪ 
 
※6/20（土）に予定している北海道広尾郡大樹町での飛行船見学
会、雨が降りませんように。 
 

■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.-

2207520000.1458306786./98021116
1999520/?type=3&theater 

もうすぐ父の日！ 
べべパパに盆栽をプレゼントするぜ♪ 
チョコラBBライト2(指定医薬部外品)は、体が疲れてる時の栄養補給に
もなるから盆栽とセットで贈るなんてどうかな？ 
べべパパに感謝の気持ちを伝えたいぜ、ベイベー！ 
 
 
 

■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/pb.399928013361174.-

2207520000.1458306786./95846291
4174345/?type=3&theater 

もうすぐ母の日♪ 
いつも側にいてくれるお母さんに「ありがとう」の気持ちを伝えようぜ。 
オレはベベママにチョコラBBライト2（指定医薬部外品）をプレゼント！
疲れたときのビタミン補給に飲んでほしいぜ♪ 
ベベママいつもありがとう、大好きだぜベイベー！ 
 
 
 

■本文 
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航空業界 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/jal.japa
n/photos/pb.195152223850783.-

2207520000.1458817707./966638
673368797/?type=3&theater 

こんにちは、Facebookチームです。 
初夏を思わせる陽気が続きますね！ 
飛行機も気持ちよさそうに飛んでいます♪ 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/jal.japa
n/photos/pb.195152223850783.-

2207520000.1458817707./985264
751506189/?type=3&theater 

いつの時代も雨の中の作業は大変ですね。 
そんな中でも、気分よく仕事をしたいものです♪  
 
Illustrated by Yu Suda 
 
 
 
 

■本文 
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自動車業界 

アカウント名 TOYOTA / トヨタ自動車株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/ToyotaMotorCor
poration/photos/pb.158139660914197.-

2207520000.1458819264./8784833055464
92/?type=3&theater 

納税シーズン到来！自動車税のあれこれ。 
http://gazoo.com/car/pickup/Pages/daily_150501.aspx 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 マツダ/Mazda Japan 

投稿URL 

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

2207520000.1458818772./85481196
7939919/?type=3&theater 

今日6/22は夏至だそうです。1年で昼の時間が最も長い日です。 
 
写真はオーストラリアのロングドライブのひとコマ。 
まだまだ梅雨の時期ですが、こんな海辺のドライブがなんだか待ち遠しくな
りますね。 
詳しくは「zoom-zoom デジタルマガジン」にて！
⇒http://mzd.bz/1Ln5hI9 
 

■本文 

http://gazoo.com/car/pickup/Pages/daily_150501.aspx
http://gazoo.com/car/pickup/Pages/daily_150501.aspx
http://gazoo.com/car/pickup/Pages/daily_150501.aspx
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自動車業界 

アカウント名 Peugeot 

投稿URL 

https://www.facebook.com/PeugeotJa
pon/photos/pb.109043929185500.-

2207520000.1458821919./84662121
5427764/?type=3&theater 

Bonne Fête Des Mères! 
素敵な母の日をお過ごしください！ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Peugeot 

投稿URL 

https://www.facebook.com/PeugeotJa
pon/photos/pb.109043929185500.-

2207520000.1458821919./86916259
9840292/?type=3&theater 

Bonne fête des pères ! 
みなさま素敵な父の日を。 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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自動車業界 

アカウント名 Nissan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NissanJ
P/photos/pb.184414318245423.-

2207520000.1458822641./925931
217427059/?type=3&theater 

#母の日 いかがお過ごしですか？ 
プレゼントが間に合わなかった！という方、「日産車1泊2日レンタル＆旅
行券プレゼント」企画のコメント締め切りは本日23:59までです。 
ちょっと遅れたプレゼントに、ぜひ、ご応募ください！ 
▼こちらの記事にコメントして応募 
https://goo.gl/bKXKvJ 
 
#にっちゃん情報局 

■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/pb.221225227922612.-

2207520000.1458822372./932804
536764674/?type=3&theater 

《ありがとう》と伝える幸せ。 
 
Happy Mother's Day! 
 
Painted by TAIGAくん 
 
 
 

■本文 
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自動車業界/エンターテイメント業界 

アカウント名 Jeep Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/JeepJap
an/photos/pb.136035029806003.-
2207520000.1459248546./843604

769049022/?type=3&theater 

今年は、夏の海が想い焦がれるような時を刻もう ゝω･) 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

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/p
hotos/pb.213982575367704.-

2207520000.1459252178./784781
221621167/?type=3&theater 

ミニーマウスが立ち上げたウェアブランドが東京ディズニーシーにあるのはご
存知でしたか？ 
そのウェアブランド、「キャナリークロージング」にウェディングシーンにぴったり
のウェアが新登場♪ 
 http://tdr.eng.mg/29c5a 
 
 
 

■本文 

http://tdr.eng.mg/29c5a
http://tdr.eng.mg/29c5a
http://tdr.eng.mg/29c5a
http://tdr.eng.mg/29c5a
http://tdr.eng.mg/29c5a
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エンターテイメント業界 

アカウント名 セガ（SEGA） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sega.jp/
photos/pb.330133230383834.-

2207520000.1459250105./931119
473618537/?type=3&theater 

今日は「こどもの日」！ 
 
ち～ま～き、たべた～べ♪♪ 
 
#こどもの日 
 
 
 

■本文 

アカウント名 セガ（SEGA） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sega.jp/
photos/pb.330133230383834.-

2207520000.1459250105./933440
253386459/?type=3&theater 

今日は、「母の日」ですね。 
 
#母の日 
 
 
 
 
 

■本文 
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アパレル業界/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/audiotechni
cajapan/photos/pb.163461410376590.-
2207520000.1459340611./871199152

936142/?type=3&theater 

6月に入り梅雨の季節到来ですね♪ 
初夏のこの時期は、公園でピクニックをしたり、BBQに出掛けたり、屋外
レジャーが楽しい季節。そんなシーンでスピーカーを使用される方も多いの
ではないでしょうか。そんな方におススメのスピーカーがAT-SPB300！防
水機能がついているので急な雨で濡れてしまっても安心♪単3乾電池で
動くので、いつでもどこでもご使用いただけます（＾＾＊）この季節の屋
外レジャーの強い味方「AT-SPB300」で、梅雨の季節も楽しみましょ
うー♪…… 

■本文 

アカウント名 土屋鞄製造所 

投稿URL 

https://www.facebook.com/tsuchiyak
aban/photos/pb.203361056348699.-
2207520000.1459252537./10325888

30092580/?type=3&theater 

父から譲り受けました、というスタッフの腕時計。 
「物」に見合った「者」に……。 
これまでとこれからを、改めて大切に想える贈り物です。 
 
 
 
 
 

■本文 



Page16 Copyright ©2016 Tribal Media House, Inc. All rights reserved. Confidential 

家電業界 

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.-
2207520000.1459340795./703890

766381597/?type=3&theater 

フォトコンテストにご応募いただいた高橋 渉さんの作品をご紹介します。 
 
雨の日のあじさいだそうです！ 
濡れた質感が伝わってくる一枚です＾＾ 
 
 
 
 

■本文 

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/audiotechni
cajapan/photos/pb.163461410376590.-
2207520000.1459340611./872258836

163507/?type=3&theater 

今日は「恋人の日」！ 
ブラジルのある地域では、6月12日に恋人同士が写真立てに写真を入
れて交換しあう風習があるみたいですよ（＾＾＊） 
 
※写真掲載製品 
ATH-CK330M⇒http://audio-technica.eng.mg/7ff3f 
 
 

■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/CanonM
J/photos/pb.381111741960060.-

2207520000.1459342372./913790
802025482/?type=3&theater 

フォトレター 
▼父の日ショールームスペシャルイベント 
http://canon-mj.eng.mg/af43 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Sony (Japan) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sony.jp
n/photos/pb.218279288185600.-

2207520000.1459341267./106819
1003194420/?type=3&theater 

おはようございます。 
今週の投稿も、αcafeの写真からスタート！ 
http://bit.ly/1epBUdL 
 
竹林で輝く無数のヒメボタル。 
おとぎ話に出てきそうな幻想的な光景ですね。 
 
撮影：papaさん 

■本文 

http://canon-mj.eng.mg/af43
http://canon-mj.eng.mg/af43
http://canon-mj.eng.mg/af43
http://canon-mj.eng.mg/af43
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家電業界 

アカウント名 NEC パーソナルコンピュータ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NECPC/
photos/pb.561500003919434.-

2207520000.1459341924./795248
383877927/?type=3&theater 

LaVie家 第29話『コイのぼり』 
明日は子供の日。LaVie家にも独特のコイのぼりが上がりました。 
母「ほら。私たちのコイのぼりは素敵でしょう？恋愛運が高まるのよ～」 
留学生「母さん！今度は“コイ”違いや！」 
#LAVIE_CITY #miniature #子供の日 #こいのぼり #LOVE #ス
トロー 
木曜日につづく… 
 

■本文 

アカウント名 NEC パーソナルコンピュータ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NECPC/
photos/pb.561500003919434.-

2207520000.1459341924./814882
585247840/?type=3&theater 

今度の日曜日は父の日。 
何を贈ろうかと悩んだら、 
休憩時間に軽量ボディのLAVIE Hybrid ZEROを持ち出して、ネットで
プレゼント探し。 
普段は照れくさくて言えない「ありがとう」も、文字にすれば伝えられそうで
す。 
#LAVIE #ZERO 
 

■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/cocacolap
ark/photos/pb.138477036209783.-

2207520000.1459342851./87308386
2749093/?type=3&theater 

いつもありがとう^^  
#母の日 は、感謝の気持ちを込めて、 
コカ･コーラ ライフでカンパイしよう;D 
 
http://cocacolalife.jp/ 
 
 
 

■本文 

アカウント名 コカ･コーラ (Coca-Cola) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/cocacolap
ark/photos/pb.138477036209783.-

2207520000.1459342851./89334679
0722800/?type=3&theater 

「お父さん、いつもありがとう^^」 
日曜日は #父の日 !! 
 
コカ･コーラ ネームボトルで感謝の気持ちを伝えよう;D 
http://cocacola.jp/ #ネームボトル 
 
 
 

■本文 

http://cocacolalife.jp/
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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.J
APAN/photos/pb.480353835341855.-
2207520000.1459343559./915855795

124988/?type=3&theater 

今日はFMの日。 
「ジョージアと一緒に味わいたい一曲」がテーマだったら、どんな曲をリクエス
トする？ 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Georgia（ジョージア） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GEORGIA.J
APAN/photos/pb.480353835341855.-
2207520000.1459343559./917446331

632601/?type=3&theater 

ここだけの話、 
雨の日がちょっと楽しみだったりします。 
#エメマン傘作ってみました 
 
 
 
 
 

■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.J
APAN/photos/pb.480353835341855.-
2207520000.1459343559./896259233

751311/?type=3&theater 

ジョージアへGO！ 
 
#みどりの日 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Georgia（ジョージア） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GEORGIA.J
APAN/photos/pb.480353835341855.-
2207520000.1459343559./896259877

084580/?type=3&theater 

じょうずにあが書けました。 
じょうずあ！ 
#こどもの日 
 
 
 
 
 

■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/pocariswe
at.jp/photos/pb.222906224388095.-
2207520000.1459344285./98626374

4719002/?type=3&theater 

連日、プロ野球が盛り上がっているシーズンですね！ 
 
テレビの前で野球観戦も良いけれど、この週末は久しぶりに自分でバッ
ターボックスに立ってみる…なんていうのはいかがですか？ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ポカリスエット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/pocariswe
at.jp/photos/pb.222906224388095.-
2207520000.1459344285./98833348

4512028/?type=3&theater 

「お父さん、いつも心配かけてごめんね。どんなときも優しいお父さんのこと
が、大好きです。 」 
 
今日は父の日。普段なかなか言えない感謝の言葉をメッセージカードに
のせて届けてみては？ 
 
#父の日 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 Guinness(ギネス) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GuinnessJ
apan/photos/pb.133851933350770.-
2207520000.1459344812./85305712

1430244/?type=3&theater 

こんばんは、アイです。 
 
今週末は父の日です。 
みなさん、もうプレゼントの準備はバッチリですか？ 
日頃の感謝の気持ちを込めて、一緒にギネスでカンパイしてあげましょ
う！ 
 
 

■本文 

アカウント名 Guinness(ギネス) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GuinnessJ
apan/photos/pb.133851933350770.-
2207520000.1459344812./85834642

4234647/?type=3&theater 

店長の麻木です。 
 
巷では夏のボーナスの季節。 
今年ボーナスが出たという人は、お店でお友達にギネスを御馳走してあげ
ましょう。 
頑張った自分のためにドラフトギネス缶をちょっとまとめ買いするのもいいで
すね。 
 

■本文 
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飲料業界 

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.-
2207520000.1459764083./844685

388912123/?type=3&theater 

もうすぐ「こどもの日」。 
「こどもの日」といえば、みなさんは何を思い浮かべますか？ 
 
#こどもの日 
 
 
 
 

■本文 

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.-
2207520000.1459764083./869529

706427691/?type=3&theater 

アジサイの季節ですね♪ 
みなさんの周りのアジサイはきれいに咲いていますか？ 
 
#アジサイ #あじさい 
 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 サントリー ザ・プレミアム・モルツ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/ThePremi
um.jp/photos/pb.131958416889648.-
2207520000.1459769235./86539999

0212150/?type=3&theater 

父の日のプレモルは、きっといつもよりもプレミアム♪ 
#今日はプレモルにしよう 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 本格薩摩焼酎 宝山 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nishishu
zo/photos/pb.509979712405223.-
2207520000.1459767756./809636

765772848/?type=3&theater 

「あさっては“母の日”ですね♪」 
 
あさって、５月１０日（日）は母の日です。 
母の日は「日ごろの母の苦労を労り、母への感謝を表す日」とされていま
す。 
日本とアメリカをはじめ、５月の第二日曜日を母の日としている国が多い
ですが、国ごとにその起源が異なり、日付もさまざまなようですね。 
……… 

■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.j
apan/photos/pb.161976847204938.-

2207520000.1459770266./847662051
969744/?type=3&theater 

【旬の食材でカンパイ！】 
 
枝豆の旬は6月～8月。 
万人に愛されるビールのお供、枝豆の季節がやってまいりました。 
ビールといったら枝豆、枝豆といったらビール。 
くどくど説明する必要はありません！ 
今日は旬の枝豆でかんぱ～い！ 
 

■本文 

アカウント名 伊藤園 

投稿URL 

https://www.facebook.com/itoenjap
an/photos/pb.164584037039763.-
2207520000.1459769568./475563

435941820/?type=3&theater 

ザーザーの雨。たまには、青空や綺麗な星空が見たいですね☆ 
今週も一週間お疲れ様でした。 
素敵な週末をお過ごしください☆彡 
 
 
 
 
 

■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.j
apan/photos/pb.161976847204938.-

2207520000.1459770266./821998407
869442/?type=3&theater 

今日は母の日。 
ワインと一緒に、素敵な１日をお過ごしください。 
 
▼アルパカが目印のチリワイン、「アルパカ」▼ 
http://asahi-fb.jp/1JTlYgv 
 
 
 

■本文 

アカウント名 アサヒビール ASAHIBEER 

投稿URL 

https://www.facebook.com/asahibeer.j
apan/photos/pb.161976847204938.-

2207520000.1459770266./838304209
572195/?type=3&theater 

【竹鶴にぴったりなおつまみのご紹介】 
6月21日は父の日。 
ローストビーフをおつまみに、竹鶴ピュアモルトで晩酌はいかがでしょうか。 
買ってきたのも美味しいけれど、手作りのローストビーフもいいですね！ 
今年の父の日は手料理で乾杯！ 
 
▼父の日に嬉しいレシピはこちらから▼ 
http://asahi-fb.jp/1AN3uLF 

■本文 

http://asahi-fb.jp/1JTlYgv
http://asahi-fb.jp/1JTlYgv
http://asahi-fb.jp/1JTlYgv
http://asahi-fb.jp/1JTlYgv
http://asahi-fb.jp/1JTlYgv
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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.j
p/photos/pb.387989354584397.-

2207520000.1459771987./825742
174142444/?type=3&theater 

Happy mother's day！ 
ママな私に、レディなギフトを♡ 
たまには、自分へのご褒美に。 
 
http://bit.ly/1QRYme8 
 
 
 

■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.off
icial/photos/pb.294955220549310.-
2207520000.1459771730./963811

553663670/?type=3&theater 

本文無し 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

http://bit.ly/1QRYme8
http://bit.ly/1QRYme8
http://bit.ly/1QRYme8
http://bit.ly/1QRYme8
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化粧品業界 

アカウント名 ファンケル 

投稿URL 

https://www.facebook.com/FANCL.Offic
ial/photos/pb.114366675313669.-

2207520000.1459775660./818451171
571879/?type=3&theater 

【母の日に素肌が喜ぶおすすめギフト】 
今週の日曜日は母の日。 
お母様へのギフトにおすすめなのが「素肌美 洗顔セット」「素肌美 ハンド
ケアセット」。 
毎日大活躍するアイテムを今治産の上質なタオルとセットにしました。 
自分へのご褒美にもう一つ欲しくなるかも！ 
http://goo.gl/wJU22e 
 

■本文 

アカウント名 雪肌精公式ページ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sekkisei.o
fficial/photos/pb.169962503125068.-
2207520000.1459772191./74825269

5296043/?type=3&theater 

【みどりのチカラから生まれた雪肌精】 
 
5月4日の今日は「みどりの日」！ 
「みどり」といえば、雪肌精の化粧品には様々な和漢植物が含まれている
のをご存知ですか？古くから人は植物がもつ力を健康や美容に活かして
いました。雪肌精は、豊かな自然に育まれた和漢植物がもつ力とやさし
いうるおいをお届けします♪ 
……… 

■本文 
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化粧品業界 

アカウント名 Clinique 

投稿URL 

https://www.facebook.com/CliniqueJa
pan/photos/pb.302119063153082.-

2207520000.1459772456./96073414
0624901/?type=3&theater 

今日からお仕事モードに切り替える方へ。 
スマートな美容液が、あなたの仕事始めを賢くサポートします♡ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Clinique 

投稿URL 

https://www.facebook.com/CliniqueJa
pan/photos/pb.302119063153082.-

2207520000.1459772456./98739986
7958328/?type=3&theater 

夏のベタつきも、裏には乾燥がひそんでいます....  
毎日の潤い補給に、バリア機能をアップする黄色い乳液＆メークの上から
もOKのプルプル保湿ジェルクリームを♡ 
 
 
 
 
 

■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/nissinchikin
ramen/photos/pb.372888499397997.-
2207520000.1459776128./972037112

816463/?type=3&theater 

父の日のプレゼントにといえばこれ！ 
「肩たたき券」つくりました。 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 カップヌードル 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nissincupno
odle/photos/pb.164368343676894.-

2207520000.1459775928./761204123
993310/?type=3&theater 

おもしろそうに泳いでる♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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飲食業界 

アカウント名 ハーゲンダッツ Häagen-Dazs 

投稿URL 

https://www.facebook.com/HaagenD
azsJP/photos/pb.324587710913975.-
2207520000.1459776838./88679189

4693551/?type=3&theater 

明日からお休みの人も、そうでない人も。 
爽やかな陽気に、誘われてみませんか♪ 
 
 
 
 
 
 

■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/PringlesJa
pan/photos/pb.181538028566311.-

2207520000.1459776371./82574535
0812239/?type=3&theater 

Mr.Pのてるてる坊主だよ！明日はプリングルズが降ってくるかもね！ 
(:{}) 
#Pringles #プリングルズ 
 
 
 
 
 

■本文 
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飲食業界 

アカウント名 KitKat 

投稿URL 

https://www.facebook.com/kitkat.ja
pan/photos/pb.231631526871914.-
2207520000.1459776691./837886

979579696/?type=3&theater 

お母さん、ありがとう♡  
 
普段言えない、感謝の気持ちをいっぱいこめて。  
 
http://bit.ly/BREAKTOWN 
【キットカットの正しい焼き方】 
http://nestle.jp/brand/kit/bake/howto/ 
 

■本文 

アカウント名 KitKat 

投稿URL 

https://www.facebook.com/kitkat.ja
pan/photos/pb.231631526871914.-
2207520000.1459776691./856421

647726229/?type=3&theater 

父の日には、こんがり美味しい焼き"キットカット"を。  
準備がまだの人も、大丈夫。 
今日は、焼き"キットカット"で想いを伝えよう♡  
”焼きキットカット"の作り方 http://nestle.jp/brand/kit/bake/ 
 
 
 
 

■本文 
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飲食業界 

アカウント名 マルコメ／marukome 

投稿URL 

https://www.facebook.com/marukome.
family/photos/pb.222508897796647.-
2207520000.1459777031./841426602

571537/?type=3&theater 

もうすぐ、こどもの日ですね。 
 
カルシウムたっぷり、ちりめんじゃこです♪ 
http://goo.gl/5WLr8h 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 マルコメ／marukome 

投稿URL 

https://www.facebook.com/marukome.
family/photos/pb.222508897796647.-
2207520000.1459777031./851057764

941754/?type=3&theater 

飲み会の時、こういうの作る人いました。 
 
もうすぐ梅雨ですね。 
 
 
 
 
 

■本文 

http://goo.gl/5WLr8h
http://goo.gl/5WLr8h
http://goo.gl/5WLr8h
http://goo.gl/5WLr8h
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飲食業界 

アカウント名 ニチレイフーズ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/Nichirei
FD/photos/pb.157873394257043.-
2207520000.1459777399./958432

674201107/?type=3&theater 

【かえるちゃん弁当】 
梅雨の季節。こんなかわいいお弁当で気分をあげてみると楽しく過ごせそうですよね＾＾ 
 
（かえるちゃんおにぎり） 
青のり入りふりかけ適量をごはんに混ぜて作りました。 
目はスライスチーズと海苔、ほっぺはハムです。 
 
このお弁当に使った商品 
お弁当にＧｏｏｄ！からあげチキン 
http://www.nichireifoods.co.jp/product/detail/food_detail.html?sho_id=10 
お弁当にＧｏｏｄ！衣がサクサク牛肉コロッケ 
http://www.nichireifoods.co.jp/product/detail/food_detail.html?sho_id=36 
 

■本文 

アカウント名 ニチレイフーズ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/Nichirei
FD/photos/pb.157873394257043.-
2207520000.1459777399./941878

045856570/?type=3&theater 

【母の日】 
10（日）は母の日。 
思っていてもなかなか口に出せない感謝の言葉。こんな風に表したら、お母さん喜んでくれるかな？ 
「お母さん、いつもありがとう」#母の日 
 
【カーネーション】 
ピンク色のふりかけを混ぜたご飯を小さなハート型で抜いて重ねています。 
冷凍のいんげんを茎に見立てて、ハムで作ったリボンを添えました。 
 
そのまま使える いんげん 
http://www.nichireifoods.co.jp/product/detail/food_detail.html?sho_id=62 
ハートな玉子焼き 
http://www.nichireifoods.co.jp/enjoy/happy/detail_02.html 

■本文 

http://www.nichireifoods.co.jp/product/detail/food_detail.html?sho_id=10
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飲食業界 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerrys
Japan/photos/pb.167387470044872.-
2207520000.1459777629./81480121

1970158/?type=3&theater 

普通のこいのぼりもいいけれど、 
アイスクリームが好きな子に 
こーんな「コーンのぼり」はいかが？ 
今日はこどもの日！ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerrys
Japan/photos/pb.167387470044872.-
2207520000.1459777629./81726580

8390365/?type=3&theater 

特別なお母さんに、 
特別なアイをプレゼントしよう。 
 
 
 
 
 
 

■本文 


