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はじめに 

 

 

 

昨年（2017年7月）のFacebookページで 

季節感のある投稿を業界別にいくつかまとめましたので、 

7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/飲料業界 

7月9日と10日は、浅草寺のほおずき市！  

カメラを片手に、江戸の風情を感じる街を歩いてみませんか？ 

てくてくカメラ「涼を求めて、浅草・日本橋をめぐる」 

http://nij.eng.mg/61929 

   

#浅草寺 

 

■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/a.217054868385248.50281.183192011771534

/1424946220929434/?type=3 
 

ウィルキンソン レシピから、 

本格ノンアルコールカクテル「タンサン・ピニャコラーダ」を紹介する。 

＜材料＞ 

ウィルキンソン タンサン・・・ 30ｍｌ 

パイナップル果汁・・・70ｍｌ 

レモン果汁・・・適量 

・・・ 

■本文 

アカウント名 Nikon 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NikonImagingJapan/p
hotos/a.359735247470004.1073741827.3240373
41039795/1213984182045102/?type=3&theater 
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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/a.480399892003916.107820.4803538353418

55/1512023828841512/?type=3 

いよいよ夏本番！ 

淹れたてのような香りとコクの 

「ジョージアカフェ ボトルコーヒー」 

と夏のコーヒータイムを楽しみませんか？ 

 

 

 

■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/a.480399892003916.107820.4803538353418

55/1504732216237340/?type=3 

夏はやっぱりアイスシリーズ♪ 

 

ヨーヨーが浮かぶ画像の中に間違いが3つあるよ。 

見つけた人は「いいね！」 

 

▼7/14まで製品＆レジャーシートが当たるキャンペーン実施中！ 

https://bit.ly/2uGsMuh 

■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
/a.238218016190249.71190.222906224388095/

1581729821839055/?type=3 

なかなか会えない友人や、お世話になっているあの人に、暑中お見舞い
を書きませんか？ 

手紙を書いている時間は、いつもよりあの人のことを考えてしまいます。 

元気で楽しく夏を過ごせますように、と気持ちを込めて。 

 

 

 

■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.238218016190249.71190.222906224388095/

1561056303906407/?type=3 

【Facebook限定 プレゼントキャンペーン！】 

 

今日は織姫と彦星が逢える、1年に1度の日。 

みなさんのお願い事はなんですか？ 

今回ポカリスエットFacebookでは、みなさんからの「願い事」を募集！コ
メントしてくれた方の中から抽選で「ポカリスエット 900ml」をプレゼント 

・・・ 

■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/GuinnessJapan/photo
s/a.188806447855318.44226.133851933350770

/1429016813834269/?type=3 

こんばんは、ケンジです。 

 

明日は土用の丑の日です。たっぷりと脂が乗ったとろけるような鰻と、なめ
らかな口当たりのギネスの組み合わせで暑さを乗り切りましょう！ 

 

 

 

■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/a.279180782193659.57902.20786040

9325697/1269199953191732/?type=3 

【今日は土用の丑の日】 

うなぎを食べて、暑い夏を乗り切りましょう！ 

栄養満点のうなぎと角ハイボールの組み合わせで、きっと今年も夏バテ知
らず。 

蒲焼き、白焼き、う巻き…どのうなぎ料理がお好みですか？ 

 

 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 爽健美茶（そうけんびちゃ） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sokenbicha.jp/photos/
a.580238101990309.145699.571126922901427/

1322880917726020/?type=3 

今日は #海の日！ 

もうすぐ夏本番！暑い夏の一休みに氷いっぱいキンキンに冷えた爽健美
茶を飲みたくなったら「いいね！」 

#夏こそ爽健美茶 

 

 

 

■本文 

アカウント名 爽健美茶（そうけんびちゃ） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sokenbicha.jp/photos/
a.580238101990309.145699.571126922901427/

1332362553444523/?type=3 

＼大好評！爽健美茶やさしさミュージック ／ 

7月も「いきものがかり」の歌が新しく5曲追加され今なら全16曲から選べ
ます！ミュージックボトルを買って今すぐ聴こう！ 

 

▼やさしさミュージックボトル詳しくはこちら 

http://sokenbicha.jp/ 

 

■本文 

http://sokenbicha.jp/
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化粧品業界 

アカウント名 Shiseido Group 資生堂 

投稿URL 
https://www.facebook.com/shiseido.corporate/ph
otos/a.561177830572098.1073741829.5484240

35180811/1466361936720345/?type=3 

【七夕に願いをこめて】 
今日は七夕ですね！短冊に資生堂Facebookチームからの願いごとを
書いてみました。 
みなさまは何をお願いしますか？ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Shiseido Group 資生堂 

投稿URL 
https://www.facebook.com/shiseido.corporate/ph
otos/a.561177830572098.1073741829.5484240

35180811/1471731219516750/?type=3 

写真を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

■本文 
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化粧品業界 

アカウント名 Estee Lauder JP （エスティ ローダー） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/EsteeLauderJP/photos
/a.269621209727269.64193.223421294347261/

1504267386262639/?type=3 

夏にこそトライしたいビビッドな赤リップをご紹介します。 
 
ピュア カラー エンヴィ ハイラスター リップスティック 
08 ドロップ デッド レッド 
ほんのりオレンジ寄りで、微細なキラキラが太陽に映えてくれること間違い
なし😍 
 
お試しは「YouCamメイク」アプリで⇒https://goo.gl/SJIaKf 

■本文 

アカウント名 Estee Lauder JP （エスティ ローダー） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/EsteeLauderJP/photos
/a.269621209727269.64193.223421294347261/

1498349283521116/?type=3 

今日は七夕☆ 

願い事かないますように。 

 

 

 

 

 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 サブウェイ / Subway JAPAN 

投稿URL 
https://www.facebook.com/subwayjp/photos/a.1
57412604296665.24804.156881647683094/140

4661779571735/?type=3 

＼「サブウェイへの願い事」大募集☆／ 

今夜は七夕ですね★ 

そこで今日は、みなさまからの「サブウェイへの願い事」を大募集！ 

「こんなサンドイッチが食べてみたい！」「こんなサービスがあったらいいな」
などいろんな願い事を、短冊の代わりにコメント欄に書いてくださいね
♪(*´ω｀*) 

https://www.subway.co.jp/index.html 

■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/nissinchickenramen/p
hotos/a.446089242077922.98949.37288849939

7997/1572119006141601/?type=3 

チキラークーラーがあれば、猫舌さんでもできたてをすぐ食べられます！ 
 
 
 
 
 
 
 

■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/a.1
74843059226743.40337.157873394257043/155

1589691552066/?type=3 

【七夕・そうめんの日】 

天の川を思いながら、無病息災を願って食べるのもこの季節らしくていい
ですよね＾＾ 

さみしくなりがちなそうめんの食卓も、ピーラーで薄く切ったキュウリやにんじ
んで巻けばとっても華やか！ 

オクラやハムなどを添えてもＧｏｏｄですね♪ 

・・・ 

■本文 

アカウント名 マルコメ／marukome 

投稿URL 
https://www.facebook.com/marukome.family/pho
tos/a.293450447369158.60838.2225088977966

47/1415909155123276/?type=3 

スイカメロンパン♪ 
  
とってもかわいくて 
食べるのがもったいないですね。 
  
夏を感じます！ 
 
 

■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/a.174333842635905.41910.16197684720493

8/1420257888043488/?type=3 

＼簡単スペアリブでカンパイ／ 

  

スペアリブはしっかりと両面焼き目をつけるのがポイント！ 

あとは煮込むだけでできる簡単レシピ！ 

  

▼詳しくはこちら▼ 

http://ab-fb.jp/48b18 

■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/a.174333842635905.41910.16197684720493

8/1407233026012641/?type=3 

7月13日は「もつ焼きの日」ということで、 
今日は瓶のスーパードライと一緒にいただきます！！ 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 Peach Aviation 

投稿URL 
https://www.facebook.com/peach.aviation/photos
/a.273752782642739.73229.269388746412476/

1723549330996403/?type=3&theater 

＼＼ピーチポイントが当たる！遠距離LOVE応援♡七夕キャンペーン／
／ 

7月7日。年に一度、織姫と彦星が出会う七夕。 

織姫と彦星のように、遠距離に住む大好きな人になかなか会えないあな
た！ 

そんな大好きな人とPeachに乗って旅をするなら、どこでどんな事をしたい
ですか？・・・ 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/jal.japan/photos/a.19
6941460338526.47998.195152223850783/1616

961531669838/?type=3&theater 

ボーイング737-800型機新ジンベエジェットでーす(いま作ってもらってい
るところだからイメージだけ・・・) 
 
●ジンベエジェットの誕生秘話(新ジンベエジェットのご紹介)： 
http://social.jal.co.jp/cra 
 
 
 

■本文 

http://social.jal.co.jp/cra
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輸送業界 

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
0914197/1448127158582101/?type=3&theater 

おはようございます！！ 

 

 

 

 

 

 

■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/ToyotaMotorCorporati
on/photos/a.160112994050197.34842.15813966
0914197/1447977895263694/?type=3&theater 

今日は土用の丑の日。 
引き続き暑い日が続くようですが、ウナギを食べて元気に夏をお過ごしくだ
さい！ 
 
トヨタの本拠地がある愛知でウナギと言えば、やっぱり名古屋名物「ひつ
まぶし」。現物をお届けできないので、写真を置いておきますね♪ 
 
#トヨタ #toyota #土用の丑の日 #名古屋名物 #ひつまぶし 

■本文 
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輸送業界 

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
0914197/1473330726061744/?type=3&theater 

キャンプが楽しいこの季節！いつものキャンプを楽しく、便利にするクルマ
術を達人が伝授。 
初心者の方も、上級者の方も必見です！ 
詳しくはこちら https://goo.gl/pZvVT2 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 
メルセデス・ベンツ日本／Mercedes-

Benz Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/mercedesbenz.jp/pho
tos/a.110480145704693.23001.1104525523741

19/1431950590224302/?type=3&theater 

【新世代メルセデス】コンパクトカーファミリーがリニューアル！ 

 

メルセデス・ベンツのコンパクトカーファミリーである A・B・CLAクーペ／シュ
ーティングブレークの4モデルがそれぞれの個性や特長をより際立たせ、さ
らなる進化を遂げて登場しました。 

 

アグレッシブでスタイリッシュなデザインが特長のAクラスでは、人気のAMG
スタイリングをまとった「A 180 AMG Style」が新たに登場。 ・・・ 

■本文 

https://goo.gl/pZvVT2
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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.
252978664719234.82334.232547976762303/17

58390697511349/?type=3&theater 

今日は #七夕。 

あなたの街から、天の川は見えたでしょうか？ 

https://www.instagram.com/mini_japan/ 

 

 

 

 

■本文 

アカウント名 Nissan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/NissanJP/photos/a.41
2860628734123.94609.184414318245423/1505

910539429121/?type=3&theater 

【 #海の日 】 連休最終日！安全運転で楽しいドライブを♪ 
写真は日産公式インスタグラムからの一コマ。是非フォローしてみてくださ
いね！ 
 
Photo by @shinya.z34 
 
他にも日産公式instagramアカウント＠nissanjapan ではとっておき
の一枚紹介していきます！ ・・・ 

■本文 

https://www.instagram.com/mini_japan/
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輸送業界 

アカウント名 JEEP 

投稿URL 
https://www.facebook.com/jeep/photos/a.22070
4261514.166044.7037526514/10157234143666

515/?type=3&theater 

We stand for independence. Happy #FourthofJuly. 

 

 

 

 

 

 

■本文 

アカウント名 BMWJapan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/bmwjapan/photos/a.1
0150363907109754.371485.282933439753/101

55463970884754/?type=3&theater 

今日は久しぶりの晴れ。子供を駅まで送って、すぐに洗濯物を片付けよう
と思っていたけれど、海のキラキラを見ていたら、予定を変更したくなった。
友だちを誘って、アクティブ ツアラーでちょっとビーチまで行ってみようかな。 
 
▽友だちとBMWで夏の海へ。詳しくはこちらから 
http://r.advg.jp/adptg_count/r?adptg_aid=1642&adptg_
mid=6713&adptg_lid=1 
・・・ 

■本文 
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エンタメ業界 

アカウント名 セガ（SEGA） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sega.jp/photos/a.898
715263525625.1073741848.330133230383834/

1562706597126485/?type=3&theater 

写真を追加しました。 

 

 

 

 

 

 

■本文 

アカウント名 セガ（SEGA） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sega.jp/photos/a.394
162887314201.92826.330133230383834/15492

35821806896/?type=3&theater 

セガ（SEGA） 
2017年7月7日 ·  
今日は七夕！今年も【セガ短冊2017】を、ご用意しました。 
 
『ソニックマニア』 
『三国志大戦』 
『StarHorse3』 
『龍が如く６ 命の詩。』 ・・・ 

■本文 
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エンタメ業界 

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/UniversalStudiosJapan
/photos/a.181747108530192.35580.1760785624

30380/1595081857196703/?type=3&theater 

【ハチャメチャ・サマーナイト・パーティ 】 

カラフルな光が照らす中、あちこちから豪快に降り注ぐ泡と水に、テンション
絶頂、笑顔もマックス。 

夏は夜まで遊びつくして、完全燃焼しよう！ 

http://usj.eng.mg/29474 

 

 

■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/UniversalStudiosJapan
/photos/a.181747108530192.35580.1760785624

30380/1582197211818501/?type=3&theater 

【ワンピース・ウォーターバトル】ルフィはもちろん、今年はローやべポも登
場！ 
タマゴ男爵の悪だくみを阻止するため、ウォーター・シューターを手に「前代
未聞のびしょ濡れバトル」に参戦しよう！ 
http://usj.eng.mg/c65e3 #USJ #ワンピース 
 
 
 

■本文 

http://usj.eng.mg/29474
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アパレル業界 

アカウント名 土屋鞄 

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

1774117825939673/?type=3&theater 

本日は神戸店スタッフの休日をご紹介。 

梅雨の晴れ間に北野へ散策。 

木漏れ日のまぶしさに夏の気配を感じます。 

http://www.tsuchiya-kaban.jp/products/detail.php… 

 

神戸店の店舗Facebookページはこちら。 

https://www.facebook.com/tsuchiya.kobe/ 

■本文 

アカウント名 土屋鞄 

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

1800742196610569/?type=3&theater 

夏は花火に浴衣に、革バッグ。いいアクセントになりますよ。
http://www.tsuchiya-kaban.jp/products/detail.php… 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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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/SoftBank/photos/a.41
0735398954287.112430.189764751051354/174

4333512261129/?type=3&theater 

きょう7月27日は「スイカの日」 

 

皆さんはもうスイカを食べましたか？ 

 

制作：Carving Bee・村上恵子 

https://www.instagram.com/carvingbee/ 

 

■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
0735398954287.112430.189764751051354/173

1713163523164/?type=3&theater 

きょう7月17日は海の日♫ 
暑い日が続くと海で泳ぎたくなりますね ヾ(☆>∀<)/ﾟ 
 
ソフトバンクの携帯電話は、全国の海水浴場でも快適にご利用いただけ
ます。 
➡ http://softbank.eng.mg/7dd4f 
 
 

■本文 

https://www.instagram.com/carvingbee/
http://softbank.eng.mg/7dd4f
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IT/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/a.3
48094041888494.86075.192383087459591/155

1586571539229/?type=3&theater 

✨🎋今日７月７日は #七夕🎋✨ 

会社の向かいにある公園で短冊に願いごとを書いてきましたφ(ﾟ▽ﾟ*) 

みなさんは、どんな願いごとを書きますか？ 

素敵な夏の夜をお過ごしください☆彡 

 

 

 

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

/1492429377503839/?type=3 

ドコモダケだよ。 
夏といえば花火大会だね♪これから全国いろんなところで開催されるみた
いだよ。 
Webサイトでは、7月、8月に開催される花火大会での通信エリア対策
の情報が載っているよ～。 
 
みんなはどこの花火大会に行くのかな？ 
・・・ 

■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 (American 

Express) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/americanexpressjapa
n/photos/a.1541951805825846.1073741911.145
708245450216/1541952349159125/?type=3&th

eater 

写真を追加しました。 

 

 

 

 

 

■本文 

アカウント名 ハハの幸せ コの幸せ（朝日生命） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/mamano.omoi/photos
/a.338627286211358.75495.326025334138220/

1521606234580118/?type=3&theater 

写真を追加しました。 
 
 
 
 
 
 

■本文 


