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はじめに 

 

 

 

昨年（2017年1月～2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、 

1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

379635305390435/?type=3&theater 

わーい、おいしそうなチョコレート♪ 
今日はバレンタインデー！ 
みんなもハッピーなバレンタインデーになりますように！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

379634588723840/?type=3&theater 

今日は節分！ 
毎年、べべママ特製の恵方巻きを食べて、豆まきするのが楽しみなんだ
♪ 
最近では、ロールケーキやロールサンドを食べる人もいるんだって！ 
みんなは今年、何を食べるか教えてくれよな、ベイベー！ 
 
 
 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 ANA.Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/ana.japan/photos/a.3
32856526761598.70717.143718759008710/119

4762463904329/?type=3&theater 

～今月のカバー画像～ 
村山 裕延様のタイトル「羽田の富士」です！ 村山 裕延様、素敵な写
真をありがとうございました ♪ 
ANA Facebookページでは、皆さまより「飛行機写真」や「風景写真」
を常時募集しています。月に１度 カバー画像でご紹介させていただきま
す♪ 
こちらから⇒http://ana.ms/2iB8QWz 
※投稿はPCからお願いいたします。 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 
hhttps://www.facebook.com/jal.japan/photos/a.1
96941460338526.47998.195152223850783/143

6656513033675/?type=3&theater 

大好きな人と。Sweetな一日になりますように…✈ �️� 
 
「でも、遠くて会いに行けない…」 
バレンタインデーの今日…仕事で、学校で、どうしても会いたい人に会え
ない皆さまをJAL Facebookチームは応援します！その名も…「会いたく
なったら、すぐ飛ぼう！」キャンペーン！JAL国内線往復航空券を抽
選・・・ 
 

■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

4/1151379054961380/?type=3&theater 

【あなたならどんなメッセージを書く？】 

バレンタインデーが近づいてきましたね♪「スウィート・ダッフィー」開催中の
東京ディズニーシーでは、スウィーツにメッセージを書けるメニューが登場♪
いつもはちょっと照れてしまうような言葉も、ダッフィーたちといっしょなら伝え
られそう！ほか、この冬とっておきのメニューはこちら＞＞ 
http://tdr.eng.mg/ce983 

 

 

■本文 

アカウント名 Sanrio Japan / サンリオ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sanriojp/photos/a.168
299239925458.44983.132495123505870/12308

31303672241/?type=3&theater 

明けまして おめでとうございます。 
 
今年シナモンは、デビュー15周年を迎えるよ♡ 
15周年を記念して“ふわふわ”をテーマにした色んなイベントを開催予
定！ 
みんなにも、一緒にお祝いしてもらえたら嬉しいな！ 
今年もシナモンをはじめ、サンリオキャラクターたちを、どうぞよろしくね♪ 
http://sanrio.eng.mg/6c0b9 

■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/

1564294880255303/?type=3&theater 

もうすぐバレンタインなので、チョコ色のレザーアイテムを。とけずに永く使え
ます。http://www.tsuchiya-kaban.jp/c/2017valentine.php 

 

 

 

 

 

■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/

1534509183233873/?type=3&theater 

本日はインスタグラムから。 
無病息災を願って。お正月のご馳走で負担をかけた胃腸にもやさしいで
すね。七草粥、みなさま召し上がりましたか。
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
0735398954287.112430.189764751051354/150

2767003084449/?type=3&theater 

あけまして おめでとうございます！ 

2017年もよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

■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

/1306991772714268/?type=3&theater 

今日、2月3日は節分！ 
チュウガクドコモダケとショウガクドコモダケが元気に豆まき中♪ 
「おには外～！福は内～！」 
節分の豆は「魔滅（まめ）」に通じ、豆を投げて、無病息災を祈る意味
があるようです。 
この1年を元気にすごせますように！ 
 
 

■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

6590/1279333155456071/?type=3&theater 

2月3日、今日は節分の日ですね♪節分といえば、豆まき！なぜ豆まき
をするのか、みなさんご存知ですか？（・・＊）諸説あるようですが、その
中のひとつに、昔から病気や厄災には鬼（魔）に例えられ、「魔滅（ま
め）に通じる豆」をまくようになったという、由来があるようです。無病息災
を祈り、オーディオテクニカでも豆まきしてみました！ 

 

▼写真掲載製品・・・ 

 

■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

450216/1348211248533237/?type=3&theater 

今週はいよいよビジネスが本格始動という方も、年末年始お仕事でやっ
とゆっくりできた、という方もいらっしゃったのではないでしょうか。一週間お
疲れ様でした！よい週末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

/1257408614328424/?type=3&theater 

ハッピーバレンタイン！アイです。 

 

今夜は私の想いのこもった、ギネスをどうぞ。私だけじゃなく、ギネスの創業
者アーサー・ギネスの想いもこめられてますよ～ 

 

 

 

■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

55/1297619413615289/?type=3&theater 

今日は大寒。1年で最も寒い時期です。 

冬には冬のあたたかさ。 

+2℃自販機であったまろ♪ 

#今年も日本をあたたかく 

 

 

 

■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

8/1204557059613573/?type=3&theater 

1月3日、この場をお借りして、決意表明をさせて頂きます。 

  

「皆さまに、アサヒビール商品を選んで頂けるような投稿を1年間続けます
！」 

 

 

 

■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/

1362714680407238/?type=3&theater 

新年、明けましておめでとうございます。 
 
初夢、初笑い…そして”初ポカリ”！ 
皆さんが潤いのある新年を迎えられますように…。 
 
今年も、ポカリスエットをよろしくお願いします！ 
 
 

■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
688292962148.33597.114389685258676/14932

24007375230/?type=3&theater 

バレンタインデーまであとわずか。普段より鮮やかなリップをつけたくなるの
は、バレンタインのせいでしょうか。 

#ipsa #イプサ #リップスティックルミナイジングカラーLF #valentine 

 

 

 

 

■本文 

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
688292962148.33597.114389685258676/14990

79030123061/?type=3&theater 

Happy Valentine's Day! 
#ipsa #イプサ #ipsa_my_ME  
 
 
 
 
 
 

■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

7997/1360674980619339/?type=3&theater 

あけましておめでとうございます！ 

2017年はチキン年！チキラーズ大集合です♪ 

  

今年もひめちゃんの隣は、ボクのものです！ 

フンフーン♪ 

 

 

■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

7997/1367233306630173/?type=3&theater 

【新年の幸せシェア企画】 
あ、あれが、見ると幸せになれるというドクターイエローですよ！！ 
今年のラッキーカラーは“黄色”で決まりですね！ 
#ボクも黄色 
 
 
 
 

■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.
272472612787805.56156.231631526871914/12

08523512516039/?type=3&theater 

新年の抱負、もう決めましたか？ 

今年もみなさんのブレイクタイムに、"キットカット"がありますように♪ 

 

 

 

 

 

■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 

【バレンタインレシピ特集・第１弾】 
もうすぐバレンタイン。チョコレートの準備と一緒に、食卓でも愛情を伝え
てみませんか？ 
かんたんに出来てかわいいレシピ、盛りだくさんです＾＾♪ 
  
ハートそぼろごはん 
http://www.nichireifoods.co.jp/…/reci…/detail/re・・・ 
  

■本文 


