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はじめに 

 

 

 

昨年（2017年9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、 

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 Panasonic Japan（パナソニック） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/panasonic.avmjapan/
photos/a.368178789873614.89736.34826327186

5166/1694912320533581/?type=3 

旬のサンマを美味しく、簡単に！ 
https://goo.gl/8edB5V 
 
秋の味覚と言えば、脂ののったサンマ。ビストロなら、庫内が広いので4人
分同時に調理可能。しかも、裏返さなくても両面こんがり！付属のグリル
皿はお手入れがしやすいから、面倒な後片付けもラクチンです♪ 
 
 

■本文 

アカウント名 Nikon 

投稿URL 
https://www.facebook.com/NikonImagingJapan/p
hotos/a.359735247470004.1073741827.324037

341039795/1274434169333436/?type=3 

刻々と姿を変えながら、迫りくるような雲の大群。 

開放F値が2.8で一定の大口径ズームレンズで撮影された作品です。 

    

画面のすみずみまでくっきりと描写された、雲の広がりが圧巻ですね！ 

      

シャッタースピード：1/500秒  

絞り値：f/5.6 ・・・ 

■本文 
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家電業界 

アカウント名 Nikon 

投稿URL 
https://www.facebook.com/NikonImagingJapan/p
hotos/a.359735247470004.1073741827.324037

341039795/1279367212173465/?type=3 

■本文 

アカウント名 Nikon 

投稿URL 
https://www.facebook.com/NikonImagingJapan/p
hotos/a.359735247470004.1073741827.324037

341039795/1276212839155569/?type=3 

夕焼けのリフレクション。 
日暮れのビーチで過ごす、家族のひとときをシルエットで捉えた一枚です。 
    
情感あふれる美しい光景ですね！ 
   
撮影：Shawn Corrigan 
    
(D5600) ・・・ 

■本文 

【ニコン カレッジ】 
ニコンの写真教室「ニコン カレッジ」講師によるワンポイントレッスン、講師
は石田 美菜子さんです。 
「秋空に栄える花風景を撮る」テクニックをご紹介！ 
    
花風景写真は、アングルを変えて、当たり前アングルから脱しましょう！ 
   
秋の花、コスモスは、空に浮かぶうろこ雲と一緒にフレームにおさめて・・・ 
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家電/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/
a.226326717424814.53704.138477036209783/1

505743386149801/?type=3&theater 

＼ #コークでおウチハロウィン／ 

今年もハロウィンがやってくる♪ 

用意するものは、#ハロウィン を楽しむ気持ちと… 

コカ･コーラ！！仮装して、コークで乾杯！！ 

コークがあれば、みんなで楽しめるハロウィンに♪ 

https://goo.gl/Je56KN 

 

■本文 

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/a.39
1563784248189.95477.381111741960060/1707

991919272029/?type=3 

写真を追加しました 

 

 

 

 

 

 

■本文 

https://goo.gl/Je56KN
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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/photo
s/a.217054868385248.50281.183192011771534

/1500931969997525/?type=3&theater 

夕暮れどき。 
“刺激、強め。”の赤いラベルとともに締めくくろう。 
 
#ウィルキンソン 
 
 
 
 

■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

/1494374080653314/?type=3 

薄明。クリアな刺激が渇きを潤す。 

 

#ウィルキンソン 

 

 

 

 

■本文 
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飲料業界 

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

9325697/1311135648998162/?type=3 

【10月4日は中秋の名月】 
今年はまん丸の黄身を添えたつくねと角ハイボールで、お月見しません
か？ 
そろそろ外では、秋の音色が聞こえてくる頃ですね。 
 
 
 
 

■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

9325697/1311135268998200/?type=3 

【明日は秋分の日】 

秋はおいしい食べ物が盛りだくさん。 

その中でも、秋の味覚といえば…サンマですよね。 

やっぱり丸焼きといいたいところですが、筒揚げや蒲焼なども角ハイボール
のお供にぴったりなんです。 

あなたは今年の初サンマ、どのメニューを選びますか？ 

 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 日本芋焼酎 宝山 

投稿URL 
https://www.facebook.com/nishishuzo/photos/a.5
18123464924181.1073741828.50997971240522

3/1436047366465115/?type=3 

【蔵の玄関を秋色に♪】 
 
早いもので９月ももうすぐ終わりますね。今年の夏は暑い日が少なかった
こともあり、夏と秋の境い目が無かったような印象を受けますが、蔵のお庭
にある“もみじ”が徐々に紅く染まり、周囲の山々でも栗の木が実をつけて
いるのを見かけると、秋の訪れを実感しますね(;´-｀) 
 
蔵に来てくださるお客さまにも秋を感じていただこうと、玄関を秋色に・・・ 

■本文 

アカウント名 銀河高原ビール 

投稿URL 
https://www.facebook.com/gingakogenbeer/phot
os/a.328857717127196.87424.31513528183277

3/1648357175177237/?type=3 

食欲の秋♪さんまが美味しい季節になりました(^^)/ 塩焼きにして、す
だちと大根おろしを添えます。熱いうちにビールと一緒にどうぞ！華やかな
香りと爽やかな苦みのアメリカンペールエールがよく合いますよ♪ 

 

 

 

 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 銀河高原ビール 

投稿URL 
https://www.facebook.com/gingakogenbeer/phot
os/a.328857717127196.87424.31513528183277

3/1648357728510515/?type=3 

月曜日は敬老の日ですね！３連休の方も多いのでは？ 
 
そんな敬老の日は、家族そろって銀河高原ビールで乾杯してみてはいか
がでしょうか♪ 
美味しいビールを片手に日頃の感謝を伝え合うひと時、会話も弾みそう
ですね(^^) 
 
 

■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

8/1455939881141955/?type=3 

9月4日は「くしの日」ということで、定番のこちら「串カツ」を準備いたしまし
た！ 

  

皆さま、もうお分かりですね。 

二度づけ禁止ですっ！！！！ 

  

ちなみに串カツといえば豊富な種類がありますが、その中でも・・・ 

■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
57412604296665.24804.156881647683094/147

3591476012098/?type=3 

＼明日から「シルバーウィーク」／ 
天気の良い日は、みんなで「パーティートレイ」を持ってお手軽ピクニックに
出かけよう！6人分のサンドイッチが入ったパーティートレイをハーフカットに
すれば、いろんなサンドが楽しめますよ♪ヽ(*´ω｀)人(*´ω｀)ﾉ 
 
 
 
 

■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

47/1453620181352173/?type=3 

黒の日にちなんで 

和風な黒ごまパンケーキ♪ 

  

グルテンフリーにこだわるなら 

大豆粉のパンケーキミックスで 

ヘルシーにいただけます！ 

・・・ 

■本文 
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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/a.293450447369158.60838.2225088977966

47/1465599740154217/?type=3 

晴れやかな青空ゼリー♪ 
  
空の日にちなんで 
作ってみるのもいいですね！ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 
スターバックス コーヒー ジャパン 

Starbucks 

投稿URL 
https://www.facebook.com/StarbucksJapan/photo
s/a.1397891993621681.1073741825.117110761

699817/1443886579022222/?type=3 

秋の訪れを肌で感じながら、ほうじ茶 クリーム フラペチーノ® with キャ
ラメルソースでひとやすみ。 

香り高い茶葉の香りと味わいがじんわりと染み渡る、心地よい時間を過ご
しませんか。 http://sbux.jp/2fd0EZf 

 

 

 

■本文 

http://sbux.jp/2fd0EZf
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化粧品/IT業界 

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/a.
294996603878505.76407.294955220549310/16

30311880346964/?type=3 

【 雨にも風にも負けない！！ # 落ちないベースメイク 】 
梅雨についで雨の多い9月。 
タオルで雨粒を拭いたら、ファンデーションが色移りして朝から気分もどんよ
り・・・ 
でもファシオのベースメイクなら、雨にも負けない肌をつくれるんです！ 
 
CC リキッド タッチプルーフは、 
ウォータープルーフマスカラからヒントを得てつくられていて、触れても・・・ 

■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
0735398954287.112430.189764751051354/179

5515260476287/?type=3 

花の色で花言葉が違うんですよ♪ 

ピンク色のコスモスは何かな～？ 

#コスモスの日 

 

 

 

 

■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
0735398954287.112430.189764751051354/180

4676176226862/?type=3 

おはようございます。 
今年もあと100日。 
 
きょう秋分の日に食べるのは、おはぎ？ ぼたもち？ 
どっちか分かりますか～～ヾ(・ω・ ) ？ 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Intel 

投稿URL 
https://www.facebook.com/IntelJapan/photos/a.4
10396699022901.94567.212397478822825/159

1564680906091/?type=3 

夏の終わりの週末は波の音を聞きながら浜辺でウクレレの練習！上手に
弾けるようになったら友達にも聴かせてあげたいな。よい週末を！ #イン
テル #intel 

 

 

 

 

■本文 
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IT/金融業界 

アカウント名 
Sony Network Communications / 

ソニーネットワークコミュニケーションズ 

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

15909480/1229588450478632/?type=3 

秋の味覚で忘れてならない、栗ごはん。 
ホックホクの栗で、ふっくら炊けました♪ 
 
 
 
 
 
 

■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
48094041888494.86075.192383087459591/163

2264453471440/?type=3 

季節はすっかり秋ですね🍁🍂 

久しぶりのウリボー登場ですよ♬ 

今年、生誕10周年を迎えたウリボー！！今後様々なところに登場しま
すので、お楽しみに♬⇒http://bit.ly/UG7Zgq 

 

 

 

■本文 
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製薬/輸送業界 

アカウント名 チョコラ BB / Chocola BB 

投稿URL 
https://www.facebook.com/chocolabb.jp/photos/
a.418673201486655.93647.399928013361174/1

592609104093053/?type=3 

秋は栗の季節だから今日のおやつは「モンブラン」にしたぜ～♪とっても美
味しそうだな！ 
みんなはモンブラン好き？教えてくれよな、ベイベー！ 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Peach Aviation 

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

1812847455399923/?type=3 

澄みきった秋空は、気持ちが晴れ晴れとしますね！ 

……なんて考えていたら、秋空を泳ぐ“秋刀魚”の夢を見ました。 

 

 

 

 

 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 JR東日本 

投稿URL 
https://www.facebook.com/jreast.jp/photos/a.36
3054367077415.77193.329855170397335/8967

40100375503/?type=3 

写真を追加しました 
 
 
 
 
 
 
 

■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

0914197/1529012580493558/?type=3 

【My TOYOTA × Colors】No.08 

雲一つない青空とFJクルーザー。 

花に囲まれたFJが、空を見上げているようにも感じられる一枚です。最高
のドライブ日和でしたね！ 

           

Photo by 佐伯 和弥 さん 

・・・ 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 Honda 本田技研工業(株) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/HondaJP/photos/a.17
2953562756063.61046.167670676617685/1634

673143250757/?type=3 

＼秋の行楽、出発前に再チェック！秋の全国交通安全運動／ 
紅葉やくだもの狩り、暑さもやわらいだ秋は絶好の行楽シーズン♪でもウ
キウキする季節には油断と危険がつきもの…。おでかけの前に、もう一度
安全チェックしてみましょう！「秋の全国交通安全運動」実施中です。 
 
▼Honda 秋のセーフティキャンペーン 
お子さまと一緒に楽しめる、交通安全ぬりえも^^ 
http://spr.ly/618582VYP ・・・ 

■本文 

アカウント名 Peugeot 

投稿URL 
https://www.facebook.com/PeugeotJapon/photos
/a.143265065763386.31649.109043929185500/

1532318270191385/?type=3&theater 

【#PeugeotFans 投稿写真】 

朝焼けをバックに、Peugeot 2008を撮影頂きました。 

凛々しい2008の姿が映える見事な写真です。 

Photo by @jkei008さん 

 

☆プジョー公式Instagramアカウントでは、皆様がプジョー車と過ごす日
常の写真を募集しております。 ・・・ 

■本文 

http://spr.ly/618582VYP
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輸送業界 

アカウント名 Peugeot 

投稿URL 
https://www.facebook.com/PeugeotJapon/photos
/a.143265065763386.31649.109043929185500/

1537880312968514/?type=3 

海へ、森へ、山へ。キャパシティと優れた拡張性で、多彩なアクティビティ
のニーズに応えます。 
 
#PeugeotNewSUV #CoomingSoon 
 
 
 
 

■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

19/1482106251875402/?type=3 

写真を追加しました 

 

 

 

 

 

 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 Nissan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/NissanJP/photos/a.41
2860628734123.94609.184414318245423/1566

904723329702/?type=3&theater 

【 #空の日 】の起源をご存知ですか？ 
  
もともとは1940年に制定された「航空日」にその起源を持ち、1992年
に「空の日」と改称されました。 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 BMWJapan 

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

55668794294754/?type=3 

夏が終わり、秋の気配。 

季節とともに移り変わる空の表情。 

 

BMWと一緒に見に行きませんか？ 

 

#空の日 #BMW #X4 

 

■本文 
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輸送/エンタメ業界 

アカウント名 Alfa Romeo Japan 

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

5/1680435231980611/?type=3 

写真を追加しました 
 
 
 
 
 
 
 

■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/photos/a.2444
55295653765.51290.213982575367704/135882

0554217228/?type=3 

【見どころをチェック！】 

スペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」で盛り上がる東京ディズニーラ
ンド。今年のテーマは“ハロウィーン・ミュージックフェスティバル”♪ 

ワールドバザールの中央に登場した新しいフォトロケーションや、今だけの
パレードなど、見どころはこちらから＞＞ http://tdr.eng.mg/4cb5b 

 

 

■本文 

http://tdr.eng.mg/4cb5b
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エンタメ業界 

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
55295653765.51290.213982575367704/136683

9603415323/?type=3 

【魔法の瞬間】 
「イマジニング・ザ・マジック」写真展でもご好評をいただいた東京ディズ
ニーリゾート・フォトグラファーの作品をご紹介。 
写真展会場でもお問い合わせのあった使用レンズやF値（絞り値）等、
少しマニアックな情報もご紹介しますので参考にしてくださいね！こちらか
ら＞＞ http://tdr.eng.mg/6842d 
 
 

■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

30380/1664334073604814/?type=3 

【ミニオン仮装ゲスト700名が大集結】ハロウィーンイベント開催以来、多
くの仮装ゲストで盛り上がる“仮装の聖地”で、1日限りのミニオン仮装モ
ブイベントを開催！ミニオンとお揃い仮装で、”ハチャメチャ”大盛り上がり
！ 

http://usj.eng.mg/17848 #仮装で熱狂 #USJ 

 

 

■本文 

http://tdr.eng.mg/6842d

