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はじめに 

 

 

 

昨年（2015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 

投稿URL 
https://www.facebook.com/audiotechnicaja
pan/photos/a.169605143095550.40094.16

3461410376590/936121106443946/ 

アカウント名 オーディオテクニカ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/audiotechnicaja
pan/photos/a.169605143095550.40094.16

3461410376590/918104818245575/ 

明日はハロウィンですね！みなさん仮装などされるのでしょうか（＾＾＊
）♪衣装のアクセントに、ハロウィンにぴったりなカラーのイヤホンなんてい
かがでしょうか？みんなでお揃いでしてもかわいいですね♪ 
あれれ、よく見るとイヤホンの中に・・・？！ 
▼掲載イヤホン 
ATH-CKL220 
http://audio-technica.eng.mg/0d521 

 

■本文 

もうすぐシルバーウィークですね！みなさんどこかにお出かけされるのでしょ
うか？♪気候もだいぶ秋らしくなり、街中で見かける服装も落ち着いた色
が目立つようになりましたね(＾＾＊)そんな秋コーデにスエードタイプのヘ
ッドホンをプラスして、ぜひ秋のオシャレやおでかけを楽しんでくださいね★ 
 
▼写真掲載製品 
ATH-UN1⇒http://audio-technica.eng.mg/ff81e 

 

■本文 

http://audio-technica.eng.mg/0d521
http://audio-technica.eng.mg/0d521
http://audio-technica.eng.mg/0d521
http://audio-technica.eng.mg/ff81e
http://audio-technica.eng.mg/ff81e
http://audio-technica.eng.mg/ff81e
http://audio-technica.eng.mg/ff81e
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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 

投稿URL 
https://www.facebook.com/CanonMJ/p
hotos/a.391563784248189.95477.3811

11741960060/988496697888225/ 

アカウント名 Nikon 1（ニコン ワン） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/nikon1.nij/p
hotos/a.139460746157938.23320.1331

90280118318/756283974475609/ 

【Trick or Treat】 
 
明日はハロウィン！写真の中に紙で作ったものがあります。どれだかわかり
ますか？ 
答:顔のついたランタン、ハロウィンバケット、テディベアバック、ぬいぐるみの
他、バラのブーケ、カード類もすべて紙でした！お部屋を飾って明日のパ
ーティをもりあげてみてはいかがでしょうか？ 
・・・・・ 

■本文 

紅葉を下から撮影した一枚。 
チルト式液晶モニター搭載モデルで、見上げるような構図も簡単に撮影
できます！ 
 
※Nikon 1 V3 + 1 NIKKOR VR 10-30mm f/3.5-5.6 PD-
ZOOM 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/CanonMJ/photos/a.391563784248189.95477.381111741960060/988496697888225/
https://www.facebook.com/CanonMJ/photos/a.391563784248189.95477.381111741960060/988496697888225/
https://www.facebook.com/CanonMJ/photos/a.391563784248189.95477.381111741960060/988496697888225/
https://www.facebook.com/nikon1.nij/photos/a.139460746157938.23320.133190280118318/756283974475609/
https://www.facebook.com/nikon1.nij/photos/a.139460746157938.23320.133190280118318/756283974475609/
https://www.facebook.com/nikon1.nij/photos/a.139460746157938.23320.133190280118318/756283974475609/
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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/ph
otos/a.255284111197019.62174.18395

0798330351/987376847987738/ 

アカウント名 コカ・コーラ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/cocacolapar
k/photos/a.226326717424814.53704.1
38477036209783/952228994834579/ 

10月に入りました！！ 
『食欲の秋』『スポーツの秋』『読書の秋』いろいろな楽しみ方が出来る季
節ですが、皆さんはどんな秋を過ごしたいですか？ 
 
今日はゆったり『読書』派の方に(^^♪ 
たまにはほっこり「カルピス」を片手にお気に入りの本を探してみては如何
ですか？ 
 

■本文 

コカ･コーラから、  
★☆*:.｡..#ハローハロウィン!! ..｡.: *☆★ 
 
http://cocacola.jp/ 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fcocacola.jp%2F&h=WAQGDHmKq&enc=AZMHCBSsQ-NJKGKGXuJV-tqWwELo9K8GAnsLf6Mv4Q7MxQcOJB3jNcLWJOj3iXphamw4Q7OxK8uwYW670T2S3u8qq0tPR2AdZoRMVNALdRFJXWqG305yNkkvwccZDnjD4wwBYKJbsGTIn2Qw_l1WUbKk&s=1
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飲料業界 

アカウント名 ウィルキンソン Wilkinson 

投稿URL 
https://www.facebook.com/wilkinson.japan/
photos/a.217054868385248.50281.183192

011771534/902493386508056/ 

Happy Halloween！ 
さぁ楽しもう！ 
 
【挑戦者求む】 
写真のなかに、逆さまのキャップは何個ある？ 
 
・・・ 
 

■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/
photos/a.217054868385248.50281.183192

011771534/885015501589178/ 

秋は、夕暮れ。 
 
爽快な空気を感じながら、 
ウィルキンソンの刺激でリフレッシュ。 

 

 

 

 

■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
/photos/a.480399892003916.107820.4803

53835341855/979165455460688/ 

プレミアムーンで、狼に変身！ 
今日は #ハロウィン 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Georgia（ジョージア） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GEORGIA.JAPAN
/photos/a.480399892003916.107820.4803

53835341855/962700917107142 
 

シルバーウィークも、ジョージアは、ゴールドに輝く！ 
 
プレミアムな休日を。 
#この国を支えるひとを支えたい 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%93%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%84
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%93%E3%81%AE%E5%9B%BD%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%82%8B%E3%81%B2%E3%81%A8%E3%82%92%E6%94%AF%E3%81%88%E3%81%9F%E3%81%84
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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/a.238218016190249.71190.222906

224388095/1045188735493169/ 

本日は体育の日！運動会が行われている学校も多いのでは？ 
 
かけっこ一等賞で大喜びの後は、お父さんと一緒に走る借り物競争！次
も一等賞になれるかな～？ 
 
 
 
 

■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/a.238218016190249.71190.222906

224388095/1038878879457488/ 

今夜は中秋の名月。 
 
ススキを飾り、 お団子を供えて、 月を見て、 風流を感じる…たまにはそんな
ゆったりとした夜を過ごしてみては？ 

 

 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 アクエリアス 

投稿URL 
https://www.facebook.com/aquarius.jp/pho
tos/a.503003249737219.1073741828.4995

65423414335/1006479402722932/ 

色づく秋を感じに行こう♪ 
#紅葉狩り 
 
#アクエリアスアクティブフェス2015秋 開催中！ 
あなたにぴったりの秋の1日をつくって、豪華賞品が当たるチャンス！ 
⇒http://bit.ly/1VpnIVI 
 
 

■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/a.238218016190249.71190.222906

224388095/1052001321478577/ 

たまには、ゆっくりした時間が流れる自然の中での読書などいかがでしょう。 
 
日々の疲れた心も、一気にリラックスできますよ♪ 
 
 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 アペロール 

投稿URL 
https://www.facebook.com/aperolspritz.jp/p
hotos/a.417881838264112.111631.410289

165690046/1000036453381978/ 

美しく 色づく秋に、アペロールオレンジで乾杯。 
 
by @aperolspritzusa 

 

 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Guinness(ギネス) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/GuinnessJapan/
photos/a.188806447855318.44226.133851

933350770/905255996210356/ 

こんばんは、アイです。 
 
今日はバーコードの特許が登録された日だそうです。普段気付かないけ
ど、ドラフトギネス缶にも、飛行機の預け入れ荷物のタグにも、宅配便の
ラベルにも…なくてはならないすごい発明です！ 
私にも今夜ギネスを飲みながら、何かすごいアイデアが浮んでこないかな
～。 
 

■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/phot
os/a.507084222672243.1073741856.20860

4489186886/913136478733680/ 

今日は十五夜。きれいな月が見えるといいですね♪ 
左右の写真には違いが３つあります。見つけた人は「いいね！」 
 
答えは28日、コメント欄で発表します。お楽しみに！ 
 
 
 
 

■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/SuntoryKAKUHI
GHBALL/photos/a.279180782193659.57902

.207860409325697/772324689545930/ 

食欲の秋。“ハイ＆カラ”、楽しんでますか？ 
角ハイボールとカラアゲの組み合わせがこんなにもおいしいのには、3つの
理由があるんです。 
 ①あげものの油を炭酸が流す！ 
 ②蒸溜酒だから後味すっきり！ 
 ③ソーダ＋レモン＝爽快！ 
まだまだこれから深まりゆく秋。ジュワッとおいしいカラアゲと、シュワッと爽快
な角ハイボールで、たっぷり満喫してくださいね。 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 Vita Coco Coconut Water 

投稿URL 
https://www.facebook.com/VitaCocoJP/phot
os/a.550211091792751.1073741837.16015

8924131305/550211145126079/ 

Vita Coco Halloween 
#VITACOCOHALLOWEEN でハロウィン写真をＳＮＳに投稿して、み
んなでハロウィンアルバムを作ろう！Vita Cocoのボトルで作るジャックオーラ
ンタン...etc 色んなハロウィンpicを楽しみにしています⭐⭐ 
▶https://instagram.com/vitacocojapan/ 

・・・・ 

 

 

■本文 

アカウント名 キリンビバレッジ（KIRIN Beverage） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/kirinbeverage/p
hotos/a.355501937833013.77518.3246446

30918744/906926612690540/ 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/vitacocohalloween
https://instagram.com/vitacocojapan/
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飲料業界 

アカウント名 Sunkist Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sunkist.japa
n/photos/a.269081599835312.62242.2
41841145892691/890014001075399/ 

今日は敬老の日です☆ 
おじいちゃん、おばあちゃんにあたたかいハートを送って、感謝の気持ちを伝え
ましょう♪ 

 

 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Vita Coco Coconut Water 

投稿URL 
https://www.facebook.com/VitaCocoJP/phot
os/a.550211091792751.1073741837.16015

8924131305/550211101792750/ 

Vita Coco Halloween 
#VITACOCOHALLOWEEN でハロウィン写真をＳＮＳに投稿して、み
んなでハロウィンアルバムを作ろう！Vita Cocoのボトルで作るジャックオーラ
ンタン...etc 色んなハロウィンpicを楽しみにしています⭐⭐ 

 
 

 

 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/vitacocohalloween
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飲料業界 

アカウント名 本格薩摩焼酎 宝山 

投稿URL 
https://www.facebook.com/nishishuzo/phot
os/a.518123464924181.1073741828.50997

9712405223/894593107277213/ 

★Happy Halloween！★ 
 
皆さん、明日はハロウィンですね！日本でもだいぶ定着してきた感がある
ハロウィンですが、私たちの蔵でも飾り付けをしてハロウィンを演出してみま
した♪ 去年のジャックランタンよりも上手に仕上がったと思います
(^o^)/ 今年はタイミングよく土曜日ですので、仮装してご家族やご友
人とパーティーを楽しまれる方も多いのではないでしょうか。ヾ(＠⌒ー⌒
＠)ノ ・・・ 

■本文 

アカウント名 SUNTORY サントリー 

投稿URL 
https://www.facebook.com/suntorygro
up/photos/a.155467211189001.38855.
116375271764862/956561011079613/ 

Happy Halloween 
魔法と氷がとけるまで。 http://goo.gl/6fhj6j 
 
 
 
 
 
 

■本文 

http://goo.gl/6fhj6j
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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/phot
os/a.186182104879956.1073741829.16458

4037039763/513558358808994/ 

今週の日曜日は十五夜ですね☆ 
綺麗なお月様が見れますように♪♪ 
http://bit.ly/1H8KbMq 
今週も一週間お疲れ様でした。素適な週末をお過ごしください☆彡 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 伊藤園 

投稿URL 
https://www.facebook.com/itoenjapan/phot
os/a.186182104879956.1073741829.16458

4037039763/519922904839206/ 

秋の旬のお茶を知っていますか？？ 
今日のブログは「秋旬新茶」をご紹介☆ 旬の味覚と一緒にどうぞ
♪♪ http://bit.ly/1OwZ5SG 
今週も一週間お疲れ様でした。ステキな週末をお過ごしください☆彡 
 
 
 
 

■本文 

http://bit.ly/1H8KbMq
http://bit.ly/1OwZ5SG
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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/ph
otos/a.388006121249387.78129.38798

9354584397/892837044099623/ 

【特別なファンデには特別なプレミアムを】http://bit.ly/1JJ2wOj 
 
最高のハリ、最上のツヤ。なにもかもが輝かしい格別の肌をつくる”スーペ
リア クリームファンデーション”。期間中、お買上げの方に、ルージュパレット
と美容液マスクを差し上げます。 
 
ぜひこの機会に、ファンデで、スキンケアで、最高峰の肌を手に入れてくだ
さいね。・・・ 

■本文 

アカウント名 アルビオン ALBION 

投稿URL 
https://www.facebook.com/albion.jp/ph
otos/a.388006121249387.78129.38798

9354584397/901957426520918/ 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

http://bit.ly/1JJ2wOj
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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/nissinchikinrame
n/photos/a.446089242077922.98949.3728

88499397997/1046321578721349/ 

秋らしいことがしたいなぁと思って 
お芋でスタンプを作ってみました！ 
  
あれ？ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 カップヌードル 

投稿URL 
https://www.facebook.com/nissincupnoodle
/photos/a.179417935505268.37509.16436

8343676894/838678142912574/ 

団子よりヌードル。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 ＫＦＣ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/KFC.JP/ph
otos/a.161640603904864.39624.154
647221270869/905679662834284/ 

☆★☆Happy Halloween☆★☆ 
今夜はハロウィンパーティー！トリックオアトリート！お化けたちもチキン大
好き(ﾉ*´▽)ﾉ 
#ハロウィン #ハロウィンナイト #ハロウィン仮装 
http://bit.ly/1MhGDqR 
 
 
 

■本文 

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/nissinchikinrame
n/photos/a.446089242077922.98949.3728

88499397997/1051126684907505/ 

明日はいよいよハロウィンですね！ 
さて、カボチャランタンになったボクはどこでしょう？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%83%8A%E3%82%A4%E3%83%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E4%BB%AE%E8%A3%85
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3%E4%BB%AE%E8%A3%85
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1MhGDqR&h=WAQGDHmKq&enc=AZOLqiwR5tbYBMxy-m9mybvQyOQ1Yu6wZ1oyBr21x9daqMYcKXn5iR2tdEyl_CyYFjfV5LktneP1kgIxTNtGO1PsRYVTDW0V2_okxesYoqwHIhFCLNzUKNo4T3WQV5hW3PnqNEpOOM1s7EIc0Awci0Qa&s=1
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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/PringlesJap
an/photos/a.241868882533225.63854.
181538028566311/887059334680840/ 

スポーツの秋！ 
風にも負けず、降りそそぐプリングルズにも負けず！ 
みんなはどんなスポーツに励んでるかな？コメントで教えてね～(:{}) 
#Pringles #プリングルズ 
 
 
 
 

■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/PringlesJap
an/photos/a.241868882533225.63854.
181538028566311/887058021347638/ 

芸術の秋なプリングルズ･アートだよ～(:{}) 
 
#Pringles #プリングルズ 

 

 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/pringles
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BA
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BA
https://www.facebook.com/hashtag/pringles
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BA
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BA
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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/a.272472612787805.56156.23
1631526871914/912490942119299/ 

ハッピーハロウィーン ！ 
今日はカボチャパーティー♪あれ、どこかにパンプキンプリン味の"キットカット"
が隠れているよ。 
見つけた人は「いいね！」 
http://nestle.jp/brand/kit/ 

 

 
 

■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/PringlesJap
an/photos/a.241868882533225.63854.
181538028566311/887062114680562/ 

秋の落ち葉にプリングルズが隠れてるよ～！ 
皆は何枚見つけられるかな？(:{}) 
#Pringles #プリングルズ 

 

 
 
 
 

■本文 

http://nestle.jp/brand/kit/
https://www.facebook.com/hashtag/pringles
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BA
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%82%BA
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食品業界 

アカウント名 ハーゲンダッツ Häagen-Dazs 

投稿URL 
https://www.facebook.com/HaagenDazsJP/
photos/a.337921862913893.75493.324587

710913975/951894614849945/ 

“9.27 中秋の名月”  
お月見ハーゲンダッツ♡ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ハーゲンダッツ Häagen-Dazs 

投稿URL 
https://www.facebook.com/HaagenDazsJP/
photos/a.337921862913893.75493.324587

710913975/951894331516640/ 

すべての一日に、ハッピーエンドを。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 マルコメ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/marukome.famil
y/photos/a.293450447369158.60838.2225

08897796647/921176991263164/ 

マルコメ君もハロウィン♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ミスタードーナツ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/misdo.jp/ph
otos/a.361656887218606.102167.3528

38334767128/1039458616105093/ 

こんにちは◎ミスタードーナツ広告販促室の角田（つのだ）です。 
 
街中はすっかりハロウィーンムード★ 
ハロウィーンといえば、お化けの仮装やメイク、お料理にスイーツ… 
賑やかでちょっと不気味だけど、とってもワクワクしますよね(o>ω<)ﾉｼ 
 
いつもの女子会もいいけど、この時期だからこそ、 
おうちで”ハロウィーン女子会”なんて、いかがですか？？・・・ 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 森永製菓株式会社 

投稿URL 
https://www.facebook.com/morinaga.c
o/photos/a.169993599733873.42368.1
49399858459914/907418012658091/ 

今宵は中秋の名月。 
もしあいにくのお天気でしたら、ムーンライトクッキーでおいしいお月見はい
かが？ 
月々に 月見る月は多けれど 
月見る月は この月の月 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ニチレイフーズ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/NichireiFD/
photos/a.174843059226743.40337.157
873394257043/1013806321997075/ 

お月見弁当】 
来週27（日）は中秋の名月。 
きれいなお月様、見られるといいですよね♪／(=╹x╹=)＼ 
 
このお弁当に使った商品▼▼▼ 
お弁当にＧｏｏｄ！®マヨとたまごのソースメンチ 
http://www.nichireifoods.co.jp/product/detail/sho_id38/ 

・・・・ 

■本文 

http://www.nichireifoods.co.jp/product/detail/sho_id38/
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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/
photos/a.185551341561818.38657.167387

470044872/983781858405425/ 

アイススクリーーーーーーーム！ 
ハッピーハロウィン★ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ピザハット Pizza hut 

投稿URL 
https://www.facebook.com/pizzahut.japan/
photos/a.249656765071798.49554.227261

187311356/900438936660241/ 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 アサヒビール 

投稿URL 
https://www.facebook.com/asahibeer.japan
/photos/a.174333842635905.41910.16197

6847204938/879726165429999/ 

【秋を感じながら飲みませんか？】 
 
だんだんと気温が下がって、秋の気配を感じるようになり、じりじり暑い８月に比べると、
ちょっとだけ夜は過ごしやすくなってきていますね。 
  
秋の夜は空気が澄んで月が綺麗に見える時期。月を見ながらグラスを傾けると、より一
層お酒もおいしく感じられそうですね☆ 
  
アサヒビールのホームページでは、秋の夜長を楽しむ秋レシピや、秋の気分を 
・・・ 

■本文 

アカウント名 スターバックス 

投稿URL 
https://www.facebook.com/StarbucksJapan/
photos/a.124846870926206.25468.117110

761699817/891984590879093/ 

ハロウィンパーティーの待ち合わせに、コーヒー風味のホイップクリームがまろ
やかなコーヒー ＆ クリーム ラテはいかがですか。濃厚なエスプレッソとバニ
ラシロップと混ざり合い、やさしい味わいに。http://sbux.jp/1BrB7Bt 
 
 
 
 
 

■本文 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fsbux.jp%2F1BrB7Bt&h=qAQG4ny8p&enc=AZM9mANTooiTae0p8XP65SfEoGGeePFjcrkdEs1YUaFMFXCpTrL9izfmgXEkM-IKpdQ6Rwgwu37aKoI8L6-eqT5jqaM9qs0xaH-H7glzdSfgaT2p0r__tkqGcKL3QIp5ogRfSKYz5QKV67-e0iblXj7w&s=1


Page25 Copyright ©2016 Tribal Media House, Inc. All rights reserved. Confidential 

製薬業界 

アカウント名 チョコラ BB / Chocola BB 

投稿URL 

https://www.facebook.com/chocola
bb.jp/photos/a.418673201486655.
93647.399928013361174/1040385

285982107/?type=3&theater 

秋の公園は気持ちがいいよなぁ。 
お散歩中に拾った松ぼっくりで、リースを作ってみたぜ！お部屋のなかも、
ぐっと秋らしくなったぜ～。 
みんなも作ってみてくれよな、べイベ―！ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 チョコラ BB / Chocola BB 

投稿URL 
https://www.facebook.com/chocolabb.j
p/photos/a.418673201486655.93647.3
99928013361174/1016255338395102/ 

秋風が気持ちいいから、コーヒーを飲みながら外で読書をするぜ～♪ 
季節の変わり目でお疲れ気味のみんなは、オレみたいに少し立ち止まっ
てリラックスすることも忘れずにな！ 
その時は、一緒にチョコラBBライト2（指定医薬部外品）だぜ☆ 
上手に疲れに対処して秋も笑顔で過ごそうぜ、ベイベー！ 
 
 
 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 エア・カナダ Air Canada Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/aircanadajp
/photos/a.291003967611674.75483.18
0450845333654/1024424130936317/ 

おはようございます！10月も後半になり、東京もすっかり秋めいた気候に
なってきましたね。 
さてカナダの各都市の天気は、以下の通りです。 
【東部カナダ】 
トロント：晴れ一時雨、最高気温8℃、最低気温-1℃ 
モントリオール：曇り時々雨、最高気温5℃、最低気温-2℃ 
・・・・ 
 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/jal.japan/ph
otos/a.196941460338526.47998.19515

2223850783/1056662974366366/ 

Happy Halloween!! 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 マツダ/Mazda Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/Mazda.Japa
n/photos/a.155162591238197.40385.1
53057444782045/914309905323458/ 

この日の主役たちも、ソウルレッドの艶めきをイメージして仮装したみたい
ですよ。 
ハッピーハロウィン！ 
 
 
 
 
 

■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
/photos/a.371566972870069.108268.3
49519418408158/1228189360541155/ 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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輸送業界 

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.jpsales/pho
tos/a.719430928148777.1073741827.7192

93311495872/895963647162170/ 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

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/a.160112994050197.3484
2.158139660914197/945068442221311/ 

今夜は中秋の名月で、明日はスーパームーン。 
いつもより美しい月が見られるでしょうか…？ 

 # トヨタ   # toyota   # お月見   # 名月   # 中秋の名月   # FJクルーザー   # 
明日はスーパームーン  
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%88%E3%83%A8%E3%82%BF?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/toyota?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/toyota?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/toyota?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/toyota?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/toyota?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%8A%E6%9C%88%E8%A6%8B?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%8A%E6%9C%88%E8%A6%8B?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%8A%E6%9C%88%E8%A6%8B?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%8A%E6%9C%88%E8%A6%8B?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%8A%E6%9C%88%E8%A6%8B?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%81%8A%E6%9C%88%E8%A6%8B?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/fj%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/fj%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/fj%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/fj%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/fj%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/fj%E3%82%AF%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%B6%E3%83%BC?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%98%8E%E6%97%A5%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%98%8E%E6%97%A5%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%98%8E%E6%97%A5%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%98%8E%E6%97%A5%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%98%8E%E6%97%A5%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3?source=feed_text&story_id=945068442221311
https://www.facebook.com/hashtag/%E6%98%8E%E6%97%A5%E3%81%AF%E3%82%B9%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%BC%E3%83%B3?source=feed_text&story_id=945068442221311
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輸送業界 

アカウント名 MINI 

投稿URL 
https://www.facebook.com/MINI.Japan
/photos/a.252978664719234.82334.23
2547976762303/1162093990474359/ 

今日は体育の日ですね。MINIも運動神経バツグン:)#体育の日 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Nissan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/NissanJP/p
hotos/a.412860628734123.94609.1844

14318245423/995163217170525/ 

プロ直伝！「月とクルマ」でカッコいい写真を撮る方法 
http://www.nissan.co.jp/SOCIAL/ARTICLE/20150925_0
01/?scsocid=f00000325 
 
明日は、 #中秋の名月 だそうです。この機会に、愛車と満月の写真を
撮ってみませんか？ 
にっちゃんスタッフがプロカメラマンに聞いた「月とクルマをカッコよく撮る方
法」をまとめたので、ぜひ、皆さんも実践してみてください！ 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/%E4%BD%93%E8%82%B2%E3%81%AE%E6%97%A5
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%BD%93%E8%82%B2%E3%81%AE%E6%97%A5
http://www.nissan.co.jp/SOCIAL/ARTICLE/20150925_001/?scsocid=f00000325
http://www.nissan.co.jp/SOCIAL/ARTICLE/20150925_001/?scsocid=f00000325
http://www.nissan.co.jp/SOCIAL/ARTICLE/20150925_001/?scsocid=f00000325
http://www.nissan.co.jp/SOCIAL/ARTICLE/20150925_001/?scsocid=f00000325
http://www.nissan.co.jp/SOCIAL/ARTICLE/20150925_001/?scsocid=f00000325
http://www.nissan.co.jp/SOCIAL/ARTICLE/20150925_001/?scsocid=f00000325
http://www.nissan.co.jp/SOCIAL/ARTICLE/20150925_001/?scsocid=f00000325
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88
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輸送業界 

アカウント名 MINI 

投稿URL 
https://www.facebook.com/MINI.Japan
/photos/a.252978664719234.82334.23
2547976762303/1171812996169125/ 

Happy Halloween! MINIはミイラに仮装中。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 MINI 

投稿URL 
https://www.facebook.com/MINI.Japan
/photos/a.252978664719234.82334.23
2547976762303/1169738103043281/ 

今日は読書の日。森の中でこんなふうに過ごせたらステキですね。写真の
相棒は、MINI Crossover Park Lane. 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 BMWJapan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/bmwjapan/
photos/a.10150363907109754.371485.
282933439753/10153660506599754/ 

今日は、ハロウィン。 
 
この中にキドニー・グリルが隠れています。 
 
さあ、見つけてください。 
 
#BMW #ハロウィン #Halloween 

 

■本文 

アカウント名 BMWJapan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/bmwjapan/
photos/a.10150363907109754.371485.
282933439753/10153597607044754/ 

今宵は中秋の名月。 
 
金色の狼が雄叫びを上げる。 
 
#BMW #中秋の名月 #羊の皮を被った狼 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/bmw
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://www.facebook.com/hashtag/%E3%83%8F%E3%83%AD%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%B3
https://www.facebook.com/hashtag/halloween
https://www.facebook.com/hashtag/halloween
https://www.facebook.com/hashtag/bmw
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E4%B8%AD%E7%A7%8B%E3%81%AE%E5%90%8D%E6%9C%88
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E7%9A%AE%E3%82%92%E8%A2%AB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%8B%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E7%9A%AE%E3%82%92%E8%A2%AB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%8B%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E7%9A%AE%E3%82%92%E8%A2%AB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%8B%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E7%9A%AE%E3%82%92%E8%A2%AB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%8B%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E7%9A%AE%E3%82%92%E8%A2%AB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%8B%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E7%9A%AE%E3%82%92%E8%A2%AB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%8B%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E7%9A%AE%E3%82%92%E8%A2%AB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%8B%BC
https://www.facebook.com/hashtag/%E7%BE%8A%E3%81%AE%E7%9A%AE%E3%82%92%E8%A2%AB%E3%81%A3%E3%81%9F%E7%8B%BC
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エンターテイメント業界 

アカウント名 フジテレビ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/fujitelevisio
n/photos/a.320693084653260.85696.1
68702646518972/876278522428044/ 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 セガ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sega.jp/pho
tos/a.394162887314201.92826.33013

3230383834/1013856602011490/ 

本日9月27日は中秋の名月！ 
 
ソニックとテイルスは秋の風情を感じようと、ぷよぷよグミをお供えしてお月見を
楽しんでいます♪ 
 
皆さんのお住まいの地域でも、キレイなお月様を観られるといいですね♪ 

・・・・ 

 

■本文 
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エンターテイメント業界 

アカウント名 
プレイステーション ／ PlayStation

（Japan） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/PlayStationJapa
n/photos/a.300661746667792.78592.2856

73394833294/980009808732979/ 

夕焼けが綺麗な季節になってきましたね。 
 
 
 
 
 
 
 

■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/PlayStationJapa
n/photos/a.300661746667792.78592.2856

73394833294/993705880696705/ 

Happy Halloween! 

 

 
 
 
 
 
 

■本文 
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エンターテイメント業界 

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/pho
tos/a.244455295653765.51290.2139

82575367704/818784394887516/ 

【どのグッズが気になる？】いよいよ来週9月8日からスタートする「ディズニ
ー・ハロウィーン」では、ヴィランズの世界をイメージした妖しくも美しい“ヴィ
ランズグッズ”など、気になるグッズがたくさん♪厳選のオススメグッズをいち
早くご紹介します＞＞ http://tdr.eng.mg/023c9 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ユニバーサル・スタジオ・ジャパン  

投稿URL 
https://www.facebook.com/UniversalStudios
Japan/photos/a.181747108530192.35580.1

76078562430380/1039038219467739/ 

魔女やオバケなどキュートなハロウィーンケーキが、ビバリーヒルズ・ブラン
ジェリーに大集合！ケーキを食べてハロウィーン気分を盛り上よう！！
http://usj.eng.mg/c1c03 #USJ 
 
 
 
 
 

■本文 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ftdr.eng.mg%2F023c9&h=EAQEFOyDX&enc=AZOsNH6sLtJqi_qo2XAKpN9m4frbw1Q_aCh52CPra2iNZKVlQLXXN1cvLTwTA0UHWyZAJipmaBREeUSJtzr_RmM4nYVG6o4lnrM-FqIJaUMuF2_6Xq44dk8Tzf2TaW7MOxkrJs1bek16Iltif0QEyNH2&s=1
http://usj.eng.mg/c1c03
http://usj.eng.mg/c1c03
http://usj.eng.mg/c1c03
http://usj.eng.mg/c1c03
https://www.facebook.com/hashtag/usj
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アパレル業界 

アカウント名 GAP 

投稿URL 
https://www.facebook.com/GapJapan/p
hotos/a.203465226345784.64089.1495

37915071849/1271971452828484/ 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ユナイテッドアローズ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/UNITEDARROW
S.jp/photos/a.328159540558722.71176.20

3311536376857/1000558739985462/ 

今月のイベントといえば、こちらもあります。「ハロウィンモンキー」 
→http://store.united-
arrows.co.jp/shop/ua/goods.html?gid=8051848 
 
 
 
 
 

■本文 

http://store.united-arrows.co.jp/shop/ua/goods.html?gid=8051848
http://store.united-arrows.co.jp/shop/ua/goods.html?gid=8051848
http://store.united-arrows.co.jp/shop/ua/goods.html?gid=8051848
http://store.united-arrows.co.jp/shop/ua/goods.html?gid=8051848
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IT業界 

アカウント名 softbank 

投稿URL 
https://www.facebook.com/SoftBank/p
hotos/a.410735398954287.112430.189
764751051354/1133229540038199/ 

今日は敬老の日。 
皆さんはご両親やおじいちゃん、おばあちゃんに何か贈り物をしますか？ 
 
いつでも連絡が取れるようにケータイをプレゼントしよう！という方には「か
んたん携帯8」がおススメ。 
文字も見やすく、操作もカンタン。初めてケータイを使う方でも安心して使
えますよ♫ 
 

■本文 

アカウント名 softbank 

投稿URL 
https://www.facebook.com/SoftBank/p
hotos/a.410735398954287.112430.189
764751051354/1126596684034818/ 

きょう9月9日は温泉の日。 
写真は、日本三名泉の一つ、草津温泉です。 
のんびり温泉に疲れを癒しに行きたいですね～♪ 
 
ソフトバンクのLTE、ここでも使えます 
➡http://softbank.eng.mg/b31eb 
 
※群馬県ではプラチナバンドLTEの提供開始により、2014年・・・ 

■本文 

http://softbank.eng.mg/b31eb
http://softbank.eng.mg/b31eb
http://softbank.eng.mg/b31eb
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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.official/
photos/a.128212553925535.33666.124946

600918797/928338110579638/ 

ドコモダケだよ。今夜は十五夜。 
 
みんなのところはきれいにみえそうかなあ？ 
お月見だんごは15個！よし、いただきます！ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ASUS Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/asus.jp/p
hotos/a.115817821836876.28323.11
5800991838559/908032315948752/ 

紅葉の季節、旅のお供に #ASUS #Transbook#T100HA 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/asus
https://www.facebook.com/hashtag/transbook
https://www.facebook.com/hashtag/t100ha
https://www.facebook.com/hashtag/t100ha
https://www.facebook.com/hashtag/t100ha
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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/p
hotos/a.348094041888494.86075.1923

83087459591/1036439633053928/ 

★☆★Happy Halloween★☆★ 
 
明日はハロウィンですね♪ 
ウリボーはお友達をよんでパーティーするみたい！ 
もう準備は万端♪お友達がくるまでおやつはガマン(>_<) 楽しい時間
になるといいね(*^o^*)☆ 
 
ハロウィンを楽しんだあとのお支払いも計画的に♪・・・ 

■本文 

アカウント名 FidelityJapan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/FidelityJAPA
N/photos/a.155602434511685.40427.1
44916628913599/958715430867044/ 

秋の大型連休、皆さまはいかが過ごされましたでしょうか。 
 
「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となることから、今年は敬老の日と
秋分の日に挟まれた 
9月22日が休日となり、今年は大型連休になりました。 
そんな多ければおおいほど有難い国民の休日ですが、 
日本の祝日に関する法律の第一条をご紹介します。 
・・・ 

■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/ph
otos/a.178950442144769.37025.15296

3321410148/999194136787058/ 

明日 10月31日(土)は、ハロウィン♪ 
楽しそうなイベントがたくさんありそうですね☆ 
みなさん、ハロウィンの合言葉といえば？？ 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ソニー損保 （sonysonpo） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sonysonpo/
photos/a.129580937142492.18234.121

158194651433/737445869689326/ 

WONDERFUL★DRIVE 絶景ドライブに行こう！】 
 
岩手県の「錦秋湖」です。10月中旬～下旬に紅葉の見頃を迎えるそう
です♪皆さま、よい3連休を！ 
 
 
 
 

■本文 


