
Facebookページ季節感のある 
投稿まとめ（7月～8月） 

株式会社 トライバルメディアハウス 
〒104-0061 東京都中央区銀座2-15-2 

東急銀座二丁目ビル 
TEL：03-6369-0800 

e-mail：support@engagemanager.com 

2016/6 



Page1 Copyright ©2016 Tribal Media House, Inc. All rights reserved. Confidential 

はじめに 

 

 

 

昨年（2015年7月～8月）のFacebookページで 

季節感のある（冬）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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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/photo
s/a.418673201486655.93647.399928013361174

/992534977433805/?type=3&theater 

『暑中お見舞い申し上げます。』 
暑い日が続いているけど、みんなは変わりない？ 
オレはお気に入りのセンスであおぎながら、楽しい夏を満喫してるぜ♪ 
みんなも体調を崩さないように、心と体を大切にしてくれよな☆ 
ベイベーより。 
 
 
 

■本文 

アカウント名 チョコラ BB / Chocola BB 

投稿URL 
https://www.facebook.com/chocolabb.jp/photo
s/a.418673201486655.93647.399928013361174

/986265731394063/?type=3&theater 

今日は七夕☆ 
みんなは短冊にお願いごとを書いたかい？ 
オレはもちろん「チョコラBBでみんなを幸せにする！」って書いたぜ☆ 
笹くん、なが～く伸びて願いを天まで運んでくれよな、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.
196941460338526.47998.195152223850783/10

06489596050371/?type=3&theater 

こんにちは、Facebookチームです。ご旅行の際、お早目に空港にお越
しいただくと素敵な景色が見られるかもしれません♪ 
夏休み期間中は混雑が予想されます。空港にはお時間に余裕を持って
お越しくださいね。 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ANA.Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/ana.japan/photos/
a.147462221967697.24339.143718759008710/8

53110791402833/?type=3&theater 

今夜は七夕☆☆ 
 
 
 
 
 
 
 

■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/Mazda.Japan/ph
otos/a.155162591238197.40385.1530574447
82045/867328520021597/?type=3&theater 

今日7/20は海の日。 
フェリーにのせ、愛車と一緒に潮風を感じる。ちょっぴり贅沢な時間になり
そうです。 
みなさんは、いかがお過ごしでしょうか？ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/jal.japan/photo
s/a.196941460338526.47998.19515222385
0783/1016479721718025/?type=3&theater 

【JAL公式Instagramアカウントのご紹介】 
こんにちは、Facebookチームです。本日より、JAL公式Instagramア
カウントを開設いたしました！ 
思わず旅に出たくなるようなJALならではのとっておきの写真、ふと顔がほ
ころんでしまうようなかわいらしい写真などをご紹介していきます。
Facebookページとはまた違う「旅」を感じていただけますよ！ 
○URL 
https://instagram.com/japanairlines_jal/ 

■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/ToyotaMotorCorporatio
n/photos/a.160112994050197.34842.1581396609141

97/907741189287370/?type=3&theater 

一年に一度、最も光り輝く織姫星と彦星🌟 
みんなの願いもかないますように♡ 
#七夕 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 マツダ/Mazda Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/Mazda.Japan/phot
os/a.155162591238197.40385.15305744478204

5/887674181320364/?type=3&theater 

夏の終わりに、夜空を彩る打ち上げ花火をお届けします。 
愛車との夏の思い出、できましたか？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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輸送業界 

アカウント名 Fiat Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/FiatJapan/pho
tos/a.147082815314244.19044.1466062320
28569/953757354646782/?type=3&theater 

この夏は、楽しい思い出をいっぱい心に刻みましょう (〃´∀｀〃)ﾉ 
 
 
 
 
 
 
 

■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/ToyotaMotorCorporatio
n/photos/a.160112994050197.34842.1581396609141

97/922899264438229/?type=3&theater 

今週は、お盆ウイーク。お休みの方も多いのでは？夏のお出かけ、くれぐ
れもお気をつけて。 
【MINICAGRAPH】トヨタ公式Instagramでは、ミニカーを使って夏を
表現した企画を実施中。 
http://goo.gl/ARwDy4 
#トヨタ #toyota #ミニカグラフ #ミニカー 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/ToyotaMotorCorporation/photos/a.160112994050197.34842.158139660914197/922899264438229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ToyotaMotorCorporation/photos/a.160112994050197.34842.158139660914197/922899264438229/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ToyotaMotorCorporation/photos/a.160112994050197.34842.158139660914197/922899264438229/?type=3&theater
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輸送業界 

アカウント名 Honda Bike （ホンダ バイク） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/hondabike/photos/pcb.871866

906221923/871866739555273/?type=3&theater 

※本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JEEP 

投稿URL 
https://www.facebook.com/JeepJapan/photos/a.27
0973329645505.63365.136035029806003/876295115

779987/?type=3&theater 

終わらない夏を探して。 
 
 
 
 
 
 
 

■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 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sega.jp/photos
/a.394162887314201.92826.330133230383
834/988217954575355/?type=3&theater 

お盆休みには帰省して自然豊かな中で過ごす方も多いのでは？ 
そんな皆さんがお子様たちと童心にかえって楽しめるコンテンツをご用意し
ました！ 
『ムシキング 夏休みスペシャル』には夏休みの自由研究のヒントもありま
すよ♪ 
ぜひ「ギラファノコギリクワガタ」を作ってみてくださいね！ 
■『リアルなペーパークラフトを作ろう！！』 
http://mushiking.com/2015summer/thm03_01.html 

■本文 

アカウント名 セガ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sega.jp/photos
/a.394162887314201.92826.330133230383
834/969497129780771/?type=3&theater 

【今日は何の日？】 
本日7月7日は七夕ですね☆ 
織姫様と彦星様が無事逢えるかどうか…という空模様ではありますが、皆さ
んの願いが叶うように、セガらしい短冊を作ってみました！ 
ぷよぷよ、新甲虫王者ムシキング、CHUNITHM（チュウニズム）、手描き
ソニック、ステラグロウの5種類をご用意！ 
ぜひ印刷してお使いくださいね♪ 
アナタはこれらの短冊でどんなお願いごとをしますか？ 

■本文 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fmushiking.com%2F2015summer%2Fthm03_01.html&h=sAQEDsgjK&enc=AZM_wfCB3W2MXSogSdgU2po_TFbZG6innc3TU69UrIVLfRcFCEcEL0aL5KseEOe1mhDaxvVzCueG2jPpw9iA_U9w88IS8C-M9GDwoBDykBLtp-Hqd_YxNKCR917P_MgVdGTwgDItUW3hy01dfZIZQ8Ca&s=1
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エンターテイメント業界 

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/
photos/a.300661746667792.78592.2856733948

33294/943560585711235/?type=3&theater 

暑中お見舞い申し上げます 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 フジテレビ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/fujitelevision/photo
s/a.225343904188179.67174.168702646518972

/847701371952426/?type=3&theater 

※本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/PlayStationJapan/photos/a.300661746667792.78592.285673394833294/943560585711235/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PlayStationJapan/photos/a.300661746667792.78592.285673394833294/943560585711235/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PlayStationJapan/photos/a.300661746667792.78592.285673394833294/943560585711235/?type=3&theater
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エンターテイメント業界 

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/
photos/a.300661746667792.78592.2856733948

33294/960762783991015/?type=3&theater 

夏休みの宿題、ラストスパートの時期ですね。 
 
 
 
 
 
 
 

■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/
photos/a.300661746667792.78592.2856733948

33294/958518397548787/?type=3&theater 

まだまだ暑い夏。4種のフレーバーご用意しました。 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/PlayStationJapan/photos/a.300661746667792.78592.285673394833294/960762783991015/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PlayStationJapan/photos/a.300661746667792.78592.285673394833294/960762783991015/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PlayStationJapan/photos/a.300661746667792.78592.285673394833294/960762783991015/?type=3&theater
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エンターテイメント業界 

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.181747108530192.35580.176078562430380

/986266098078285/?type=3&theater 

【ウォーター・サプライズ・パーティ】昨年から水量1.5倍の大増量！さらに、
頭上約60メートルもの高さまで水が吹き上がるその圧巻の光景に大興
奮すること間違いなし！ http://usj.eng.mg/a1dc6 
 
 
 
 
 

■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.244455295653765.51290.2139825753677
04/792042944228328/?type=3&theater 

【暑い夏をいっしょに盛り上げよう！】東京ディズニーリゾートの夏のスペ
シャルイベントがまもなくスタート！今日はその見どころをご紹介します＞
＞ http://tdr.eng.mg/86e3e 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/tdr.jp/photos/a.244455295653765.51290.213982575367704/792042944228328/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdr.jp/photos/a.244455295653765.51290.213982575367704/792042944228328/?type=3&theater
https://www.facebook.com/tdr.jp/photos/a.244455295653765.51290.213982575367704/792042944228328/?type=3&theater
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アパレル業界 

アカウント名 The North Face (Japan) 

投稿URL 
https://www.facebook.com/thenorthfacejp/p
hotos/a.118289648242965.20265.117497661
655497/901245316614057/?type=3&theater 

※本文 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 GAP 

投稿URL 
https://www.facebook.com/GapJapan/photos/
a.203465226345784.64089.149537915071849/1
205374852821478/?type=3&theater 

※本文なし 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/thenorthfacejp/photos/a.118289648242965.20265.117497661655497/901245316614057/?type=3&theater
https://www.facebook.com/thenorthfacejp/photos/a.118289648242965.20265.117497661655497/901245316614057/?type=3&theater
https://www.facebook.com/thenorthfacejp/photos/a.118289648242965.20265.117497661655497/901245316614057/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GapJapan/photos/a.203465226345784.64089.149537915071849/1205374852821478/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GapJapan/photos/a.203465226345784.64089.149537915071849/1205374852821478/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GapJapan/photos/a.203465226345784.64089.149537915071849/1205374852821478/?type=3&theater


Page13 Copyright ©2016 Tribal Media House, Inc. All rights reserved. Confidential 

IT業界 

アカウント名 ソフトバンク（SoftBank） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/SoftBank/photo
s/a.410735398954287.112430.189764751051
354/1107384035956083/?type=3&theater 

※本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■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
0735398954287.112430.189764751051354/108

9557514405402/?type=3&theater 

何の葉っぱか分かりますか？ 
 
ヒント：今が見ごろです♪ 
 
 
 
 
 

■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/IntelJapan/photos
/a.410396699022901.94567.212397478822825/

952835288112370/?type=3&theater 

よい週末+祝日を！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 NTTドコモ（NTT DOCOMO） 

投稿URL 
https://www.facebook.com/docomo.official/ph
otos/a.128212553925535.33666.124946600918

797/896904400389676/?type=3&theater 

ドコモダケだよ。今日7月27日は「スイカの日」。 
 
スイカの縦じま模様を「綱」にたとえ、27を「つ（2）な（7）」と読む語
呂合わせから決まったみたいだね。 
 
みんなはこの夏もう食べた～!? 
水分が多くて、甘くて、暑い夏にはピッタリ♪ 
いただきま～す！ 

■本文 
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IT業界 

アカウント名 so-net 

投稿URL 
https://www.facebook.com/SonetEntertainmentCor
p/photos/a.154071431363678.26017.1086134159094

80/733522273418588/?type=3&theater 

なんだか涼しくなってきましたね！ 
夏休みの宿題もラストスパート！(^o^)v 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 so-net 

投稿URL 
https://www.facebook.com/SonetEntertainmentCor
p/photos/a.154071431363678.26017.1086134159094

80/708073405963475/?type=3&theater 

すっきりしない天気が続きますが、モモぬいはアジサイに囲まれて元気です
♪ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/SonetEntertainmentCorp/photos/a.154071431363678.26017.108613415909480/733522273418588/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SonetEntertainmentCorp/photos/a.154071431363678.26017.108613415909480/733522273418588/?type=3&theater
https://www.facebook.com/SonetEntertainmentCorp/photos/a.154071431363678.26017.108613415909480/733522273418588/?type=3&theater
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金融業界 

アカウント名 JCB 

投稿URL 
https://www.facebook.com/JCBcard/photos/a
.178950442144769.37025.152963321410148/94

2728265766979/?type=3&theater 

今日は「七夕」☆ みなさんは何をお願いしましたか？ 
願い事が叶いますように♪ 
 
 
 
 
 
 

■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.348094041888494.86075.192383087459591/1

005346592829899/?type=3&theater 

夏の季節もそろそろ終盤にさしかかってきましたね。 
 
ウリボーは縁側でリラックス中☆縁側で自分とソックリ(!?)な線香立てに
驚いて、思わず後ずさり…！！ 
 
みなさんは、どんな夏の思い出をつくられましたか？ 
夏をしっかり楽しんだあとも、「あとからリボ」でしっかりご返済の計画を
☆⇒http://bit.ly/1jDnQ0g 

■本文 
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保険業界 

アカウント名 アメリカン・エキスプレス 

投稿URL 
https://www.facebook.com/americanexpressjapan/p
hotos/a.374206059267099.84936.145708245450216/

1147639061923791/?type=3&theater 

※本文なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 住友生命保険相互会社 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sumitomolife/phot
os/a.108551139232753.22825.10208339321286

1/859552217465971/?type=3&theater 

こんばんは♪Facebook担当のしずかです。 
明日から夏休みの方も多いのではないでしょうか。 
皆さん、この夏はどこにお出かけになられますか？ 
私は沖縄に行きたいです。 
綺麗な海に豊かな自然、そしてゆっくりと流れる時間。 
何度でも行っても、また来たいと思います。 
皆さん、素敵な夏をを過ごしてくださいね。 
 

■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/photos/
a.391563784248189.95477.381111741960060/9

41436589260903/?type=3&theater 

▼写真甲子園2015オフィシャルサイト 

http://canon-mj.eng.mg/1962e 
 
 
 
 
 
 

■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/audiotechnicajapan
/photos/a.169605143095550.40094.163461410
376590/883183665071024/?type=3&theater 

【今日は七夕！】 
今日は7月7日、七夕の日ですね（＾＾）みなさんは短冊にお願いごと
を書きましたか？短冊に書いた皆さんのお願いごとが叶いますように☆ 
 
 
 
 
 

■本文 

http://canon-mj.eng.mg/1962e
http://canon-mj.eng.mg/1962e
http://canon-mj.eng.mg/1962e
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飲料業界 

アカウント名 コカ・コーラ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/cocacolapark/phot
os/a.226326717424814.53704.13847703620978

3/912630018794477/?type=3&theater 

Aloha～♪ 
楽しい夏休みをお過ごしですか？ 
8月も夏を思いっきり味わおう;D 
 
http://cocacola.jp/ #夏を変えよう 
 
 
 

■本文 

アカウント名 コカ・コーラ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/cocacolapark/phot
os/a.226326717424814.53704.13847703620978

3/910933412297471/?type=3&theater 

ハジけるコカ･コーラの炭酸みたいに、 
もっと夏をEnjoyしよう:D 
 
http://cocacola.jp/ #夏を変えよう 
 
 
 
 

■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.JAPAN/
photos/a.480399892003916.107820.480353835
341855/946853525358548/?type=3&theater 

夏の“涼”を支える人がいる。               
#世界は誰かの仕事でできている 
 
 
 
 
 
 

■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/photos/a.
255284111197019.62174.183950798330351/94

7102505348506/?type=3&theater 

いよいよ夏休み、突入！！ 
ふわふわの入道雲で、かき氷をつくってみました。 
たくさん「カルピス」をかけて召し上がれ♪ 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/GEORGIA.JAPAN/photos/a.480399892003916.107820.480353835341855/946853525358548/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GEORGIA.JAPAN/photos/a.480399892003916.107820.480353835341855/946853525358548/?type=3&theater
https://www.facebook.com/GEORGIA.JAPAN/photos/a.480399892003916.107820.480353835341855/946853525358548/?type=3&theater
https://www.facebook.com/calpis.jp/photos/a.255284111197019.62174.183950798330351/947102505348506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/calpis.jp/photos/a.255284111197019.62174.183950798330351/947102505348506/?type=3&theater
https://www.facebook.com/calpis.jp/photos/a.255284111197019.62174.183950798330351/947102505348506/?type=3&theater
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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/pho
tos/a.238218016190249.71190.2229062243880

95/828305887181456/?type=3&theater 

お盆休み、最後の日。 
 
たくさん遊んだ体を休ませて、ゆっくりした時間に癒されてみてはいかがで
しょう？ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 アクエリアス 

投稿URL 
https://www.facebook.com/aquarius.jp/photos
/a.503003249737219.1073741828.49956542341

4335/956038444433695/?type=3&theater 

気分はもう夏♪左右の写真に間違いが3つあるよ！ 

見つけた！って人は「いいね！」 

 

 

 

 

 

■本文 

https://www.facebook.com/pocarisweat.jp/photos/a.238218016190249.71190.222906224388095/828305887181456/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pocarisweat.jp/photos/a.238218016190249.71190.222906224388095/828305887181456/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pocarisweat.jp/photos/a.238218016190249.71190.222906224388095/828305887181456/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aquarius.jp/photos/a.503003249737219.1073741828.499565423414335/956038444433695/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aquarius.jp/photos/a.503003249737219.1073741828.499565423414335/956038444433695/?type=3&theater
https://www.facebook.com/aquarius.jp/photos/a.503003249737219.1073741828.499565423414335/956038444433695/?type=3&theater
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飲料業界 

アカウント名 Sunkist Japan 

投稿URL 
https://www.facebook.com/sunkist.japan/phot
os/a.269081599835312.62242.24184114589269

1/853097634767036/?type=3&theater 

Happy Friday～♪ 
持ち運びにも便利なオン・ザ・ゴー スナックはオレンジに決定★ 
太陽とサングラス、かごバッグ、ストールで旅ルックは完ぺき、さあ海へ
ゴー！！ 
 
 
 
 

■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/kirinbeverage/phot
os/a.355501937833013.77518.32464463091874

4/871726626210539/?type=3&theater 

今日８月１日は「水の日」。 
年間を通じて水の使用量が多く、水についての関心が高まることから、8
月の初日に設定された記念日です。 
 
水は、毎日になくてはならないもの。 
だからこそ、確かな知識を持って、あなたと家族に、おいしい水選びをして
みてください・・・ 
 

■本文 



Page23 Copyright ©2016 Tribal Media House, Inc. All rights reserved. Confidential 

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/ph
otos/a.174333842635905.41910.161976847204

938/874940729241876/?type=3&theater 

『野菜の日』の今日は、レッドアイで乾杯♪ 
  
▼レッドアイ▼ 
http://asahi-fb.jp/1JuGEL3 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 アサヒビール 

投稿URL 
https://www.facebook.com/asahibeer.japan/ph
otos/a.174333842635905.41910.161976847204

938/854372161298733/?type=3&theater 

今日は海の日！ 
全国各地で様々なイベントが開催され、夏のはじまりを感じますよね。 
「アサヒ スタイルバランス」は、豊かなコクのやさしいノンアルコールビールテ
イスト清涼飲料です。 
夏のおでかけランチのお供にも、スタイルバランスはおすすめ。海を眺める
ピクニックも、たまにはいいですね。 
▼アサヒ スタイルバランス▼ 
http://asahi-fb.jp/1UXJj4D 

■本文 
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化粧品業界 

アカウント名 資生堂 

投稿URL 
https://www.facebook.com/uno.official/photos
/a.176625692434426.38351.168199049943757/

867316700031985/?type=3&theater 

こんにちは！夏本番ですね！夏と言えば、海水浴の季節。 
日焼けは気になるけど、やっぱりビーチで思い切り遊びたい！そんなあなた
にuno「クールサンスクリーン」をご紹介します。 
ヒヤッとクールな使い心地で、白くならず、高い紫外線防止効果が長時
間持続します。 顔・からだにお使いいただける便利な一本。コンパクトサ
イズで、夏の頼れる相棒です。 
くわしくはこちら=> 
http://bit.ly/1UrGwj1 

■本文 

アカウント名 アルビオン ALBION 

投稿URL 
https://www.facebook.com/albion.jp/photos/a.
388006121249387.78129.387989354584397/85

1112864938708/?type=3&theater 

【教えてください☆七夕の願いごと】 
もうすぐ七夕の日。あなたが叶えたい願いごとは何ですか？ぜひ、コメント
で教えてください♪ 
今のところ曇り空の予報ですが、夜空に輝く金色の月と、キラキラ光る天
の川を思い浮かべながら、皆さんの願いごとが叶うよう、一緒にお祈りした
いと思います。 
当日は、皆さんの願いごとを短冊にしたいので、7/6（月）13:00まで
に教えてくださいね。たくさんの願いごとを、お待ちしております！ 

■本文 

https://www.facebook.com/albion.jp/photos/a.388006121249387.78129.387989354584397/851112864938708/?type=3&theater
https://www.facebook.com/albion.jp/photos/a.388006121249387.78129.387989354584397/851112864938708/?type=3&theater
https://www.facebook.com/albion.jp/photos/a.388006121249387.78129.387989354584397/851112864938708/?type=3&theater
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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/

860910367277357/?type=3&theater 

南国リゾートで、ハンモックにゆられながら過ごすひととき。 
今年の夏は、こんなとびっきりの"ブレイクタイム"が過ごせたら、最高ですよ
ね！ 
 
もちろん、"キットカット"も忘れずに♪ 
 
http://nestle.jp/brand/kit/ 
 

■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/nissinchikinramen/
photos/a.446089242077922.98949.3728884993

97997/992176470802527/?type=3&theater 

お祭りに、ボクのきんちゃくを持っていきませんか？ 
らーめんじゃなくて、ちりめんなので、浴衣にはぴったりですよー！ 
 
http://shop.nissinfoods.co.jp/product/data/index.html?pi
d=6932 
 
 
 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 マルコメ 

投稿URL 
https://www.facebook.com/marukome.family/p
hotos/a.293450447369158.60838.22250889779

6647/880945571952973/?type=3&theater 

夏です！ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 KitKat 

投稿URL 
https://www.facebook.com/kitkat.japan/photos
/a.272472612787805.56156.231631526871914/

860945430607184/?type=3&theater 

今日は七夕☆ みなさまは、どんな願いをかけますか？ 
 
七夕に、願いをこめて。"キット、願いかなう。" 
 
http://nestle.jp/brand/kit/ 
 
 
 

■本文 
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食品業界 

アカウント名 森永製菓株式会社 

投稿URL 
https://www.facebook.com/morinaga.co/photo
s/a.169993599733873.42368.149399858459914

/878863125513580/?type=3&theater 

みなさん、おなじみ「おかしな6秒動画」の新作です♪ 
夏の夜のお楽しみと言えば♪ 
「おかしな盆踊り」 
https://vine.co/v/ermrHut9DJZ 
★おかしな6秒動画ページはこちら。 
http://www.morinaga.co.jp/vine/?188 
 
 

■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.174843059226743.40337.157873394257043/

972560999454941/?type=3&theater 

【七夕】 
笹の葉さ～らさら～♪7月7日は七夕ですね。 
織姫さんと彦星さんも、お弁当の中で仲良しこよし♪ ﾎﾟｯ(*ﾟ.ﾟ)(ﾟ.ﾟ
*)ﾎﾟｯ 
 
このお弁当に使った商品▼▼▼ 
お弁当にGood！ミニハンバーグ 
http://・・・・ 

■本文 

http://www.morinaga.co.jp/vine/?188

