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はじめに 

 

 

 

昨年（2016年11月～12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、 

11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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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/
a.418673201486655.93647.399928013361174/1

319443881409578/?type=3&theater 

クリスマスツリーのオーナメント！雪みたいに真っ白で、キラキラしてきれい
だなー！ 
みんなのうちではクリスマスツリーにどんな飾りつけをする？教えて、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/
a.418673201486655.93647.399928013361174/1

303739116313388/?type=3&theater 

お菓子の家、手作りしたんだぜ！ 
クリスマスが来るまで食べない約束なんだー！でも待ちきれないぜ♪ 
みんなも作ったことある？楽しいぜ、ベイベー！ 
 
 
 
 
 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/jal.japan/photos/a.19
6941460338526.47998.195152223850783/1333

317076700953/?type=3&theater 

スーパームーン前日にもとても美しい月が見れました。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/jal.japan/photos/a.19
6941460338526.47998.195152223850783/1328

464287186232/?type=3&theater 

本日もいいフライトをお届けします！スイートな週末をお過ごしください♪ 
#今日は何の日 
 
 
 
 
 
 

■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
0914197/1220719027989583/?type=3&theater 

明日は勤労感謝の日。暖かくお過ごし下さい！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Alfa Romeo Japan 

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

5/1338875766136561/?type=3&theater 

明日の祝日は、アルファ ロメオ日和になりますように。 

 

 

 

 

 

 

■本文 
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エンターテインメント業界 

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/photos/a.
244455295653765.51290.21398257536770

4/1112182742214345/?type=3&theater 

【特別なフォトロケーション】 

東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、12月25日（日）までク
リスマスのスペシャルイベント「ディズニー・クリスマス」を開催中です♪今年
はパークでぜひ体験いただきたいスポットが新たに登場！まるで絵本の世
界に飛び込込んだかのような体験型フォトロケーションなど、くわしくは＞
＞ http://tdr.eng.mg/042ad 

 

■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/PlayStationJapan/phot
os/a.300661746667792.78592.28567339483329

4/1281551568578800/?type=3&theater 

子役タレントの谷花音ちゃんも挑戦！ 人気ゲーム『マインクラフト』を使っ
て"全国総勢112名の子どもたちの独創性"が生んだ、今までに見たこと
もないクリスマスツリーが東京・渋谷に出現！ "みんなの『マインクラフト』
ツリー2016"が、12月8日(木)から11日(日)までの4日間、期間限定
のイルミネーションとして渋谷の街を彩ります。 
 
詳しくはこちら！ https://goo.gl/fDWs2z 
 

■本文 
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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/tsuchiyakaban/photos
/a.295724220445715.81132.203361056348699/

1457966077554851/?type=3&theater 

#土屋鞄クリスマス2016 をつけて、インスタグラムに投稿してみませんか
。キャンペーン限定のプレゼントもご用意しています。詳しくは、こちら。
http://www.tsuchiya-
kaban.jp/contents/detail.php?product_id=3175 

 

 

 

■本文 

アカウント名 土屋鞄製造所 

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

1482435285107930/?type=3&theater 

木枯らしの後のお楽しみ。秋の絨毯、もう楽しみましたか。 
インスタグラムからの1枚です。
https://www.instagram.com/tsuchiya_kaban/ 
 
 
 
 
 

■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
0735398954287.112430.189764751051354/149

3977807296702/?type=3&theater 

素敵なクリスマス・イヴを.｡:*+゜゜+*:.｡.*:+☆ 

 

#クリスマスイヴ 

 

 

 

 

■本文 

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

/1257536247659821/?type=3&theater 

ドコモダケだよ。今日12月21日は冬至。 
1年で太陽の位置が最も低くなる日なんだって～！冬至といえば、ゆず
湯！「ゆず湯に入ると風邪を引かない」と言われているみたい。まさに「湯
治」（とうじ）なんだね～。今日はゆず湯にのんびり浸かって温まろうっと
♪ 
 
 
 

■本文 
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金融/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/audiotechnicajapan/p
hotos/a.169605143095550.40094.16346141037

6590/1235950393127681/?type=3&theater 

メリークリスマス！今日はクリスマスイブですね♪みなさんはどんなクリスマス
を過ごされるのでしょうか？みなさんにとって素敵なクリスマスイブになりま
すよーに！（＾＾＊） 

▼写真掲載製品 

ATH-CKR50 

https://www.audio-
technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2863 

■本文 

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.150338094987231.23910.145708245

450216/1330940866926942/?type=3&theater 

Happy Holidays! 素敵なクリスマス&休日をお過ごしください。 
 
 
 
 
 
 
 

■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

/1193168027419150/?type=3&theater 

店長の麻木です。 

 

今日は漢字の日だそうです。もしギネスを漢字で書くとしたら、どんな文字
を使いますか？私なら、ドラフトギネス缶の中のウィジェットに代表される
技術の技で始めますね。 

ちなみに、中国語ではギネスを健力士と書くようですよ。 

 

■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

55/1279139365463294/?type=3&theater 

今年もやりきった～！ 

 

自分を褒めたいそんな日は、 

ジョージア ザ･プレミアム。 

http://www.georgia.jp/premium/ 

#でかした俺 

#メリークリスマス 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 アサヒビール 

投稿URL 
https://www.facebook.com/asahibeer.japan/phot
os/a.174333842635905.41910.16197684720493

8/1187518894650723/?type=3&theater 

＼メリークリスマーーースっ！！／ 

 

 

 

 

 

 

■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/

1304771702868203/?type=3&theater 

【 私は、みずいろ。Vol.7 】 
 
挑戦してみたかった編み物。毛糸の素材の触り心地が気持ちいい。 
編むのには時間がかかるけれど、完成まで頑張ろう！ 
 
 
 
 

■本文 
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化粧品業界 

アカウント名 IPSA (イプサ公式ページ) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/IPSAJP/photos/a.170
688292962148.33597.114389685258676/13979

40976903534/?type=3&theater 

今日は #オペラの日 。 

歌声、オーケストラの伴奏。美しい旋律が重なり合って成り立つオペラの
ように、 

表情を豊かに彩る様々なアイテムで、あなたらしい美しさを・・ 

 

 

 

■本文 

アカウント名 FANCL ファンケル 

投稿URL 
https://www.facebook.com/FANCL.Official/photos
/a.192165534200449.49329.114366675313669/

1187256974691295/?type=3&theater 

おいしいレストランや、感動した映画など、素敵なものを見つけると思わず
誰かに伝えたくなりますね。化粧品もそのひとつではないでしょうか？ 
ファンケルでは、お友達へのご紹介制度があります。ご紹介してくれた方へ
は、ファンケルからささやかな特典をプレゼントしています。 
ご紹介した方、された方、そのどちらにも喜んでいただけますように。ファン
ケルではこれからも商品の安全性にこだわりながら、効果の高い商品づく
りに努めてまいります。 http://fancl.eng.mg/bf80f 
 

■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/nissinchickenramen/p
hotos/a.446089242077922.98949.37288849939

7997/1343042822382555/?type=3&theater 

今年の忘年会は、これで決まりですね～！ 

  

#忘年会 #ピヨ太郎 

 

 

 

 

■本文 

アカウント名 チキンラーメン ひよこちゃん 

投稿URL 
hthttps://www.facebook.com/nissinchickenramen
/photos/a.446089242077922.98949.3728884993

97997/1346914425328728/?type=3&theater 

サンタの応援に来ましたよ～！ 
パーティーにいかがですか♪ 
  
#いちごサンタ #クリスマスパーティー 
 
 
 
 

■本文 
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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.
272472612787805.56156.231631526871914/11

71850796183311/?type=3&theater 

今日は祝日・勤労感謝の日ですが、ゲームの日でもあるって知ってました
か？ 

 

今日は、仕事や勉強を一休みして、ゲームブレイクしてみては♪ 

 

https://nestle.jp/brand/kit/ 

 

■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.1
74843059226743.40337.157873394257043/133

5053009872403/?type=3&theater 

【みんなでわいわい！クリスマスレシピ特集♪】 
  
12月に入って、街にもクリスマスの飾り付けなどが増えてきましたね。 
そこで、パーティーや毎日の食卓にも役立つレシピをご紹介！かんたんで
かわいく見える工夫が盛りだくさんです＾＾・・・ 
 
 
 

■本文 


