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はじめに 

 

 

 

昨年（2015年3月～4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、 

3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 au 

投稿URL 

https://www.facebook.com/aubyKD
DI/photos/pb.165508290171547.-
2207520000.1453376790./774062

992649404/?type=3&theater 

今日はひな祭りですね ♪ 女の子の健やかな成長を祈ります｡ 
 
 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1453376353./102393
7024300785/?type=3&theater 

本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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IT業界 

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.-
2207520000.1453377589./883748

778354355/?type=3&theater 

【雛祭り】あかりをつけましょ 、ぼんぼりに～♪今日は雛祭りですね！明る
く暖かな春の訪れと桃の花を楽しみましょう！ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

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.-
2207520000.1453377288./82232309

7847807/?type=3&theater 

ドコモダケだよ。 
 
チョコのお返しを用意したよ。喜んでくれるといいなぁ。どうしてホワイト
デーっていうのか調べたら、白は幸福をよぶ色だから、なんだって。他にも、
純粋な気持ちを示す色という説もあるみたい。うん、届くといいな、この想
い♪ 
 
 

■本文 
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IT業界/保険業界 

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
.jp/photos/pb.248435311939935.-

2207520000.1453724287./74053437
6063357/?type=3&theater 

ご入学・ご進学・ご就職を迎えられた皆さま、そしてお父さま・お母さま、
おめでとうございます！ 
 
少し大きめの制服に身を包んだチャーリー・ブラウンを見ると、懐かしい気
持ちになるのは私だけでしょうか？ 
子どもたちの、これからの成長が楽しみです。 
 
 

■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.-

2207520000.1453381243./6702875297420
63/?type=3&theater 

週末はお花見♪ 
モモぬいも場所取り頑張ってます！(^o^)v 
-ソネット広報担当- 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1453723253./910134
335693039/?type=3&theater 

ゴールデンウイークはどのようにお過ごしですか。 
自宅でのんびり、旅行、イベント参加など…。 
JCBではさまざまなシーンでのキャンペーンを実施しています。 
ぜひチェックして、すてきな時間をお過ごしください♪  
⇒ http://bit.ly/1HMipq9 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JCB 

投稿URL 

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

2207520000.1453723253./878171
085556031/?type=3&theater 

楽しいひなまつりをお過ごしください♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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金融業界 

アカウント名 ピクテ投信投資顧問 

投稿URL 

https://www.facebook.com/pictet.jp
/photos/pb.191998950928569.-

2207520000.1455551778./732928
136835645/?type=3&theater 

【2015年の「Sell in May」は？】  
 
この季節に話題を集める相場格言「Sell in May」。 
5月に入る前におさらいしましょう。  
 
http://bit.ly/1Jx9tah 
 
 

■本文 

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.-

2207520000.1453724662./9276890105854
65/?type=3&theater 

ゴールデンウィークはアメックス・カードで満喫するぞ！という方は「いい
ね」！早くも明日から連休開始という方もいると思いますが、お近くで過ご
される方も、旅行に行かれる方も非日常を楽しんでください！ 
 
 
 
 
 

■本文 

http://bit.ly/1Jx9tah
http://bit.ly/1Jx9tah
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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.-

2207520000.1453725499./92307570
4379733/?type=3&theater 

今日はスイーツの日！ 
ベベママにお願いしたらいろんな色のお菓子を用意してもらったぜ！ 
何色を食べるか迷ったら…全部食べちゃうぜ、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.-

2207520000.1453725499./92307530
7713106/?type=3&theater 

卒業式のシーズンだな！ 
みんな卒業おめでとう！ 
ちょっと寂しくて涙が出ちゃうけど…。 
別れは新たな出会いのはじまりだぜ♪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.japan/
photos/pb.195152223850783.-

2207520000.1453726351./94350292
5682372/?type=3&theater 

入社式で飛ばした紙ヒコーキには、先輩からの「こんな社員になってほし
い！」という熱いメッセージが書かれています。 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 

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

2207520000.1453726351./92733906
0632092/?type=3&theater 

ひなまつりフライトへようこそ♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■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.japan/
photos/pb.195152223850783.-

2207520000.1453726351./95218844
1480487/?type=3&theater 

本文無し 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 

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

2207520000.1453726351./94434315
2265016/?type=3&theater 

こんにちは、Facebookチームです。 
皆さま、もうお花見には行かれましたか？ 
桜前線もまもなく北陸、東北地方に到達。全国が桜色に染まりますね。 
いつの時代も桜は私たちの心に和みを与えてくれます。 
 
Illustrated by Yu Suda 
 
 

■本文 
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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.-

2207520000.1454328986./8695635664384
66/?type=3&theater 

【My TOYOTA × SPRING】No.8 
クルマいっぱいに緑黄の景色を摘んで 
Photo by Kazuyoshi Ishikawaさん 
  
《みなさんのお写真おまちしています！↓↓↓》 
【春】を感じさせる、トヨタのクルマと一緒に写ったお写真をお寄せください。 
………… 
 

■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.-

2207520000.1453728602./81923407
1497709/?type=3&theater 

まだまだ桜を楽しめる穴場スポット。 
皆さんのお気に入りドライブコースにはありますか？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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車業界 

アカウント名 Peugeot 

投稿URL 

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

2207520000.1454329871./81277175
8812710/?type=3&theater 

ホワイトデーのお返しは決まりましたか？ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Peugeot 

投稿URL 

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

2207520000.1454329871./84093220
5996665/?type=3&theater 

みなさまGWの予定は決まりましたか？ 
今年はお天気のよい連休になりそうですね。 
ドライブの計画をたててみてはいかがでしょうか？ 
 
▼プジョー2008について詳しくはこちら 
  http://www.peugeot.co.jp/2008-lineup/ 
 
 

■本文 
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車業界 

アカウント名 BMWJapan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/bmwjapa
n/photos/pb.282933439753.-

2207520000.1454330805./10153078
000784754/?type=3&theater 

今日、3月3日は雛祭り。 
 
BMWの名車を並べてみました。 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Nissan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NissanJP/
photos/pb.184414318245423.-

2207520000.1454330433./89286984
0733197/?type=3&theater 

今日は、ひなまつり！ 
ということで、日産車でひな壇を組んでみました。 
皆さんだったら、どんな配置にしますか？ 
 
#にっちゃん情報局 #ひなまつり 
 
 
 

■本文 
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車業界 

アカウント名 Jeep Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/JeepJapa
n/photos/pb.136035029806003.-

2207520000.1454331276./81426039
5316793/?type=3&theater 

桜前線、北上中。 
GWにお花見ができる場所を目指すのはいかが (*・ω・)ﾉ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Fiat Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/FiatJapan
/photos/pb.146606232028569.-

2207520000.1454331019./89198121
0824397/?type=3&theater 

この週末は、春の装いでお出かけしたい (*>∇<)ﾉ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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車、鉄道業界 

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.jrn
ets/photos/pb.403601742992318.-

2207520000.1454331467./75269604
8082884/?type=3&theater 

みなさんはお気に入りの列車はありますか？ 
長野新幹線で走りはじめた「E7系」といった新幹線も魅力的ですが、各
地を走るイベント列車も、旅の楽しみをぐっと盛り上げてくれますよ。 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Alfa Romeo Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/AlfaRomeoJ
apan/photos/pb.149821411708675.-

2207520000.1454331665./968028779
887930/?type=3&theater 

何かの始まりは、自らを見つめ直す時。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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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/p
hotos/pb.330133230383834.-

2207520000.1454331891./91355820
8707997/?type=3&theater 

風に舞う桜吹雪を眺めています。きゅきゅ。 
 
#ラッピー #PSO2 
 
http://pso2.jp/players/ 
 
 
 

■本文 

アカウント名 セガ（SEGA） 

投稿URL 

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

2207520000.1454331891./928625023
867982/?type=3&theater 

とてもいいお天気ですね。 
 
ネモフィラが丘をブルーに染めています。 
 
 
 
 
 

■本文 

http://pso2.jp/players/
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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/p
hotos/pb.330133230383834.-

2207520000.1454331891./91355820
8707997/?type=3&theater 

風に舞う桜吹雪を眺めています。きゅきゅ。 
 
#ラッピー #PSO2 
 
http://pso2.jp/players/ 
 
 
 

■本文 

アカウント名 セガ（SEGA） 

投稿URL 

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

2207520000.1454331891./911186125
611872/?type=3&theater 

春ですね～。 
まだ、つぼみも多かったので、もう少し楽しめそうです♪ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

http://pso2.jp/players/
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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/pb.213982575367704.-

2207520000.1454332435./73562763
6536526/?type=3&theater 

明日はホワイトデー。ミニーに愛情たっぷりのチョコレートをもらったミッキー
ももちろんはりきってプレゼントを用意しているようです・・・
http://tdr.eng.mg/8ae5c 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 フジテレビ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/fujitelevisio
n/photos/pb.168702646518972.-

2207520000.1454332271./802880556
434508/?type=3&theater 

今日から4月ですね。 
お台場のフジテレビ社屋も心機一転。 
LIFE !S LIVEをキーワードにした、新しい「はちたま」が無事完成しまし
た！ 
 
このハートの「はちたま」が見られるのは今日だけです！♪ 
 
 

■本文 

http://tdr.eng.mg/8ae5c
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エンターテイメント業界 

アカウント名 くまモンオフィシャル 

投稿URL 

https://www.facebook.com/kumamonof
ficial/photos/pb.157298014356962.-

2207520000.1454332990./823336551
086435/?type=3&theater 

本文無し 
 
 
 
 
 
 
 

■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/UniversalStudios
Japan/photos/pb.176078562430380.-

2207520000.1454332745./9185273715188
25/?type=3&theater 

【ハッピー・イースター！】今日は、イースター本番！“イースター・エッグ”な
どをモチーフにした、カラフルでとびきりかわいらしいデコレーションがあなたを
迎えます。 http://usj.eng.mg/bf947 
 
 
 
 
 

■本文 

http://usj.eng.mg/bf947
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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/tsuchiyakab
an/photos/pb.203361056348699.-

2207520000.1454333472./972151152
803015/?type=3&theater 

今日も良い天気。春に向かって、遠くへ出かけたくなりますね。 
 
 
 
 
 
 
 

■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.-
2207520000.1454333472./96392452

6959011/?type=3&theater 

今年ももう3月。ちょっと早起きして、桜餅で桃の節句を楽しんでみました。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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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/audiotechni
cajapan/photos/pb.163461410376590.-
2207520000.1454589845./830265680

362823/?type=3&theater 

もうすぐ4月！今年から新社会人として、新しい生活をスタートされる方
もいらっしゃるのではないでしょうか（＾＾） 
ところで、耳に着けるスーツこと、「EARSUIT」というヘッドホンシリーズはご
存知でしょうか？♪ 
ヘッドホンはカジュアルなものが多いですが、高音質であること、装着時に
おけるシルエット美にもこだわった“スーツによく合うヘッドホン”です！ 
見た目にも音にもこだわったヘッドホンで、良いスタートを切ってくださいね
（＾＾＊）……… 

■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.-
2207520000.1454589845./824307484

291976/?type=3&theater 

３月になり、少しずつですが寒さも和らいできましたね。 
３月といえば、桃の節句、ひな祭りなどの行事もありますが、卒業式の
シーズンでもありますね。 
今日はみなさんに「卒業といえば、この曲！」という曲を、お聞きしたいと
思います♪ 
卒業といえば、どんな曲を思い浮かべますか？!ぜひ、教えてください
（*^^*） 
 

■本文 
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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/p
hotos/pb.133190280118318.-

2207520000.1454590365./679994505
437890/?type=3&theater 

本日は夜桜をお届けします♪ 
夜のお花見も素敵ですよね＾＾ 
 
※Nikon 1 J4 + 1 NIKKOR VR 6.7-13mm f/3.5-5.6 
 
 
 
 

■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.-
2207520000.1454589845./835475659

841825/?type=3&theater 

今日3月27日は桜と「3（さ）×9（く）＝27」の語呂合わせで桜の
日！ 
全国各地で開花宣言があり、いよいよお花見シーズン到来ですね！ 
お気に入りの音楽を聴きながら、お花見なんていかがでしょうか（＾＾
*） 
……… 
 
 

■本文 
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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/pho
tos/pb.561500003919434.-

2207520000.1454591390./795162677
219831/?type=3&theater 

今日はみどりの日。 
爽やかな緑に癒されに、外へと出かけませんか？ 
家族で一緒にピクニック用のお弁当を作ったり、緑の下でいただくグリーン
スムージーなんかもヘルシーでいいですよね。 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Sony (Japan) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sony.jpn/ph
otos/pb.218279288185600.-

2207520000.1454590886./103607280
6406240/?type=3&theater 

本文無し 
 
 
 
 
 
 
 

■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/p
hotos/pb.381111741960060.-

2207520000.1454592857./887717191
299510/?type=3&theater 

【いよいよゴールデンウィーク】 
 
新緑の気持ちいい季節になりました。連休を目前に控え、楽しみにして
いる方も多いはず。旅行に行かれる方も近場でのんびりされる方も、思い
出をたくさん写真に残してくださいね。 
……… 
 
 

■本文 

アカウント名 TOSHIBA (株)東芝 

投稿URL 

https://www.facebook.com/toshiba.jap
an/photos/pb.185646268146107.-

2207520000.1454591953./938121449
565248/?type=3&theater 

花散らしの風が吹いています。 
 
 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1454595343./904081089
629431/?type=3&theater 

青春時代、たくさんの思い出を胸に将来の夢を抱きましたね。 
大人になった今でも、夢を持ち続けることを大切に♪ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 コカ･コーラ (Coca-Cola) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/cocacolapar
k/photos/pb.138477036209783.-

2207520000.1454593265./852343111
489835/?type=3&theater 

満開の桜の下で、カンパイ！コーク！ 
飲みたくなったら「いいね！」 
 
ハッピーな週末を;D 
 
 
 
 

■本文 
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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/pb.183950798330351.-

2207520000.1454593544./878995238
825900/?type=3&theater 

【3月2日は、ミニチュアの日♪】 
キーホルダーやチャームとして活躍中のミニチュア♪ 
ミニチュアには、残念ながら飲料は入っておりません（￣ー￣； 
 
 
 
 
 

■本文 

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/pb.183950798330351.-

2207520000.1454593544./884415154
950575/?type=3&theater 

卒業式、あなたは告白できた派？できなかった派？ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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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.ja
pan/photos/pb.183192011771534.-

2207520000.1454594247./802337769
856952/?type=3&theater 

新たなる場所、新たなる挑戦。 
 
新社会人のみなさん、ぜひ爽快な気持ちで活躍を。 
そしてリフレッシュも忘れずに。 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ウィルキンソン Wilkinson 

投稿URL 

https://www.facebook.com/wilkinson.ja
pan/photos/pb.183192011771534.-

2207520000.1454594247./787752217
982174/?type=3&theater 

3月は旅立ちの季節。 
積み上げてきたモノは、必ず見ているひとがいる。 
ウィルキンソンとともに、また爽快なスタートを。 
 
 
 
 
 

■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.-
2207520000.1454594426./866996990

010869/?type=3&theater 

ブラックと春の和菓子で、ちょっとお先に春気分？ 
 
 
 
 
 
 
 

■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.-
2207520000.1454594426./881977178

512850/?type=3&theater 

今年もあっぱれ。満開じゃ。 
#世界は誰かの仕事でできている 
 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1454595047./932200910
125286/?type=3&theater 

今日はひな祭り！ 
 
桃の節句ともいう今日、旧暦では桃の花が咲く季節だったそう。まだまだ
肌寒い気温が続きますが、今日は一足早く、春を感じてくださいね。 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1454595047./931161120
229265/?type=3&theater 

3月はちょっぴりさみしい卒業式シーズン。 
 
お別れでいっぱい涙した後は、新しい季節に向けて思いっきり笑顔になり
ましょう！ 
 
卒業、おめでとう！ 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 サンキスト (Sunkist Japan) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sunkist.japa
n/photos/pb.241841145892691.-

2207520000.1454769474./808861889
190611/?type=3&theater 

サンキストのカリフォルニアの畑で、なんとレインボーカラーのレモンが発見さ
れました！一生分のビタミンはこれで大丈夫♪ 
（エイプリルフール） 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 アペロール 

投稿URL 

https://www.facebook.com/aperolspritz
.jp/photos/pb.410289165690046.-

2207520000.1454673321./897048117
014146/?type=3&theater 

美しい桜と、花飲みはいかがですか？ 
カクテル：アペロールソーダ 
 
#hanami #sakura #aperol 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1454673634./819696308
077698/?type=3&theater 

たくさん思い出作ったね。卒業おめでとう！ 
 
#卒業 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1454673634./832083410
172321/?type=3&theater 

今日はイースターです。カラフルなイースタービスケットで春らしいティータイ
ムを☆ 
シェアして友達に教えてあげてね！ 
 
#イースター 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 キリンビバレッジ（KIRIN Beverage） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/kirinbevera
ge/photos/pb.324644630918744.-

2207520000.1454674025./806871872
696015/?type=3&theater 

本文無し 
 
 
 
 
 
 
 

■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/kirinbevera
ge/photos/pb.324644630918744.-

2207520000.1454674025./817452538
304615/?type=3&theater 

今日から新年度ですね♪ 
学生さんもお勤めの方も朝から炭酸強めでカロリーオフ！な 
「キリン メッツ」はいかがですか？ 
眠気も炭酸強めな「キリン メッツ」ならシャキッと目覚めるかもしれませんね
☆ 
さて、今日も元気にはりきっていきましょう！！ 
 
 

■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/gingakogen
beer/photos/pb.315135281832773.-

2207520000.1454770916./932978460
048449/?type=3&theater 

明日、3月3日はひな祭り！ 
女の子のすこやかな成長を祈るお祭りですが、大人だってせっかくだから
楽しみたいですよね。 
ちらし寿司に菜の花のおひたし♪ 
春の到来を感じながら、銀河高原ビールとお料理でひな祭りを楽しみま
しょう。 
 
 

■本文 

アカウント名 本格薩摩焼酎 宝山 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nishishuzo/
photos/pb.509979712405223.-

2207520000.1454770434./792275454
175646/?type=3&theater 

「新しいスタート。そして出会いの季節に。」 
 
皆さま、おはようございます。早いもので２０１５年も４月になりました。
多くの方が今日から新しい年度となり、さまざまな節目をお迎えではない
でしょうか。d(^_^o) 春は、社会人としての第一歩を踏み出される方、
お勤め先での部署異動などにより、新たな環境で仕事をスタートされる
方。またお仕事以外でも、ご自身や周囲の方々の生活環境の変化に
伴い、多くの新しい出会いが生まれる季節ですね(^ー゜)……… 

■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/pb.571126922901427.-

2207520000.1454771125./102938104
7076010/?type=3&theater 

バレンタインのお返しに、キャンディーとマシュマロを頂きました(*´ω｀*) 
今週末は、爽健美茶を飲みながらあま～いスイーツを堪能します♪  
#ホワイトデー 
 
 
 
 
 

■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/pb.571126922901427.-

2207520000.1454771125./102815065
0532383/?type=3&theater 

この時期、花粉症の方は本当に辛いですよね(><) 
花粉症に効果的と言われているユーカリのアロマは、爽やかな香りですっ
きりします♪ 
 
折りたたんだティッシュにユーカリのアロマを1滴つけてマスクの間にはさめば、
外出時も心地よく過ごせるんです^^ 
 
 

■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/pb.571126922901427.-

2207520000.1454771121./104110967
2569814/?type=3&theater 

出会いの多い4月は、フワっと香る爽やかなアロマで“印象美人”に！ 
 
<アロマ香る名刺で印象美人> 
「スイートオレンジ」や「レモン」などの柑橘系のアロマを、1滴ティッシュに染
み込ませ、折りたたんで名刺ケースに入れるだけ!(^^)! 
 
もちろん、すっきりした味わいの爽健美茶もバッグに常備♫ 
 

■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/pb.571126922901427.-

2207520000.1454771125./103493424
9854023/?type=3&theater 

卒業して新しいスタートを迎えるみなさんが、これからも「爽やかに、健や
かに、美しく」過ごせますように♪ 
 
 
 
 
 
 

■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/ThePremiu
m.jp/photos/pb.131958416889648.-

2207520000.1454771796./829869187
098564/?type=3&theater 

行楽シーズン到来！ 
天気の良い休日には、列車に揺られて、ぶらりひとり旅はいかがです
か！？#今日はプレモルにしよう 
 
 
 
 
 

■本文 

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/ThePremiu
m.jp/photos/pb.131958416889648.-

2207520000.1454771796./832866203
465529/?type=3&theater 

卒業して新しいスタートを迎えるみなさんが、これからも「爽やかに、新しい
出会いを祝してカンパイ！ 
出会いの４月も半ば。この金曜日は新しい仲間と「マスターズドリーム」で
楽しい時間を過ごしませんか？意外な一面を知って、より距離が縮まる
かも♪「マスターズドリーム」が飲めるお店はこちらから。
http://bit.ly/1bMkR44 SUNTORY サントリー 
 
 

■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.-

2207520000.1454921022./793613807
374569/?type=3&theater 

今日はひなまつり♪ 
この春だけの、スーパードライ スペシャルパッケージと一緒にお祝い！ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 伊藤園 

投稿URL 

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

2207520000.1454772358./422199807
944850/?type=3&theater 

今日は桃の節句のひな祭り♪♪ 
 
みなさんが幸せでありますように☆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.-

2207520000.1454921022./798453460
223937/?type=3&theater 

恋の桜は咲きましたか？ 
ハッピーホワイトデー！ 
 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1454921022./796602237
075726/?type=3&theater 

今日は『ありがとうの日』 
 
感謝の気持ちを伝えてみませんか♡ 
 
 
 
 
 

■本文 
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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.-

2207520000.1454928242./785279958
222334/?type=3&theater 

【★ひな祭りレシピで女子力UP❤】 
今日のひな祭りは緑色が鮮やかな菜の花を使用した栄養バランスの良
い、「プリンカップの押し寿司」でお祝いしませんか。
http://goo.gl/raE1lU 
菜の花には貧血でお悩みの方に強い味方の鉄やお肌を美しくするビタミ
ンＣが多く、発芽米には腸内環境を整える食物繊維が含まれ、女子を
元気に美しくする栄養がたっぷり。女子力をアップして春本番を迎えましょ
う！ 

■本文 

アカウント名 
ドクターシーラボ公式ファンページ 

（Dr.ci-labo） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/dr.cilaboco
m/photos/pb.162869190409972.-

2207520000.1454921451./926135574
083326/?type=3&theater 

本文無し 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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化粧品業界 

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/pb.294955220549310.-

2207520000.1454921601./900878166
623676/?type=3&theater 

3月は卒業式や転勤、転職など 
別れのシーズン。 
 
溢れる涙は抑えずに。 
ファシオのマスカラなら涙にも強いので安心。 
涙は流れても、メイクはステイ。 
最後も美しくエールを送りましょう。 
 

■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/pb.294955220549310.-

2207520000.1454921601./900877773
290382/?type=3&theater 

明日3月3日は「ひなまつり」。 
女の子の健やかで美しい成長を願う桃の節句です。 
 
雛人形だけでなく、 
皆さんも晴れやかなメイクを楽しんでみては？ 
春の始まり、気分まで明るくなる 
キレイ色のアイカラーがおすすめです。 
 

■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/CliniqueJap
an/photos/pb.302119063153082.-

2207520000.1454925896./958950937
469888/?type=3&theater 

ゴールデンウィークの旅のお供に♡ 
長時間のフライトにも、小旅行にも、 
万能保湿ジェル“モイスチャー サージ”は 
旅のマストアイテム！ 
 
 
 
 

■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/EsteeLaude
rJP/photos/pb.223421294347261.-

2207520000.1454926197./873540092
668708/?type=3&theater 

この季節だけの「サクラ」のモノグラミング。 
世界にたったひとつの贈り物が、 
より特別なものに。 
 
詳しくはこちら >> 
http://bit.ly/1C37c3x 
 

 

■本文 

http://bit.ly/1C37c3x
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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://https://www.facebook.com/EsteeLa
uderJP/photos/pb.223421294347261.-

2207520000.1454926196./8871144179779
42/?type=3&theater 

春は新しい挑戦の季節。 
家族や友人の門出をお祝いに、何を贈る？ 
 
コメントで教えてください♪ 
 
 
 
 

■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/EsteeLaude
rJP/photos/pb.223421294347261.-

2207520000.1454926196./888700707
819313/?type=3&theater 

今年のゴールデン ウィークはどこへ行く？ 
 
コメントで教えてください♪ 
 
スキンケア アイテムも一緒に。 
旅先でもキレイをキープして、写真写りもバッチリ。 
……… 
 

■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/photos/a.293450447369158.608
38.222508897796647/8120310355110

94/?type=3&theater 

こんな雛祭りも可愛いですね♪ 
 
 
 
 
 
 
 

■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.-

2207520000.1454928423./726824197
431303/?type=3&theater 

たまたま！？ 
 
 
 
 
 
 
 

■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.-
2207520000.1454928532./935079919

845516/?type=3&theater 

イースターですね！ 
今日だけはチキンラーメンではなく、たまごが主役です！ 
 
 
 
 
 
 

■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/nissinchikin
ramen/photos/pb.372888499397997.-
2207520000.1454928532./932113696

808805/?type=3&theater 

春ですねー！ 
気持ちがよくて、外で食べてたら桜チキンラーメンができちゃいました
（笑） 
 
 
 
 
 

■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.-
2207520000.1454928532./939248286

095346/?type=3&theater 

ボクのネックストラップを紹介します。 
新社会人のキミにおすすめ！ 
ちょっとサイズが合ってないみたいですが（汗）。 
 
http://shop.nissinfoods.co.jp/product/data/index.html?pi
d=3899 
 
 

■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/nissinchikin
ramen/photos/a.446089242077922.98
949.372888499397997/916746121678

896/?type=3&theater 

たまごで作ったひな人形。 
その名も「たまごひな」です！ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

http://shop.nissinfoods.co.jp/product/data/index.html?pid=3899
http://shop.nissinfoods.co.jp/product/data/index.html?pid=3899
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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/pb.181538028566311.-

2207520000.1454928921./798153870
238054/?type=3&theater 

卒業シーズンだね！卒業生のみんな～おめでとう♪ (:{}) 
プリングル缶には卒業証書も入っちゃうよ！ 
（缶の中身はよーく洗ってから使ってね！） 
 
#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/pb.181538028566311.-

2207520000.1454928921./788709767
849131/?type=3&theater 

3月3日は楽しいひな祭り！ 
雛あられと一緒にプリングルズも宜しくね！(:{}) 
 
#Pringles #プリングルズ #ひな祭り 
 
 
 
 

■本文 
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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/HaagenDaz
sJP/photos/pb.324587710913975.-

2207520000.1454934172./874007505
971990/?type=3&theater 

今夜は皆既月食☆ 「お月さま、食べちゃう？」 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ハーゲンダッツ Häagen-Dazs 

投稿URL 

https://www.facebook.com/HaagenDaz
sJP/photos/pb.324587710913975.-

2207520000.1454934172./869655713
073836/?type=3&theater 

友人と集まって今日はお花見に決まり☆ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerrysJa
pan/photos/pb.167387470044872.-

2207520000.1454939133./785370564
913223/?type=3&theater 

ホワイトデーも色々でいいんじゃない？ 
 
色々な性別でいいんじゃない？ 
別にお返しじゃなくてもいいんじゃない？ 
というわけで、アイのおねだりメッセンジャーが、ホワイトデー用にアップデー
トしました！さあ今すぐおねだり！ 
http://www.benjerry.jp/onedari 
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アカウント名 ニチレイフーズ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NichireiFD/
photos/pb.157873394257043.-

2207520000.1454937775./911314382
246270/?type=3&theater 

【ホワイトデー】 
日頃の感謝を込めて、LOVE炒飯♪ 
 
こちらに使った商品▼▼▼ 
本格炒め炒飯（塩） 
http://nf.eng.mg/e4d17 
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http://nf.eng.mg/e4d17

