
Facebookページ季節感のある 
投稿まとめ（9月～10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 

2017/8 



Page1 Copyright ©2017 Tribal Media House, Inc. All rights reserved. Confidential 

はじめに 

 

 

 

昨年（2016年9月～10月）のFacebookページで 

季節感のある（秋）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。 

 

 



Page2 Copyright ©2017 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/SoftBan
k/photos/a.410735398954287.1124
30.189764751051354/1402865973

074553/?type=3&theater 

おはようございます！ 
今日は #体育の日 ですね♫ 
 
位置について、よーーい… 
 
 
 
 

■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/a.410735398954287.1124
30.189764751051354/1384495578

244926/?type=3&theater 

秋の味覚と言えば、やっぱりこれですね♫ 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/体育の日
https://www.facebook.com/hashtag/体育の日
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IT業界 

アカウント名 NTTドコモ（NTT DOCOMO） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/docomo.o
fficial/photos/a.128212553925535.33
666.124946600918797/11902046910

59644/?type=3&theater 

ドコモダケだよ。今日が何の日か知っている～？ 
 
10月27日は、読書の日なんだって！最近は夜の時間が長くなってきた
から、じっくり本を読むのにぴったり！「読書の秋」の到来だね。本に夢中
になりすぎて睡眠不足には要注意♪ 
みんなのおすすめの本、ぜひ教えてね！ 
 
 

■本文 

アカウント名 au 

投稿URL 

https://www.facebook.com/aubyKD
DI/photos/a.173653279357048.515
96.165508290171547/1094428777

279489/?type=3&theater 

■本文 

ハッピー･ハロウィーン♪ 
 
｢秋の収穫の祝い｣や、｢悪霊を追い出す祭り｣が起源とされるハロウィン。 
その、魔除けのために作られる｢ジャック･オ･ランタン」は、元々カボチャで
はなくカブをくりぬいて作った物が始まりだそうです。 
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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/a.410396699022901.945
67.212397478822825/1229067483

822481/?type=3&theater 

芸術の秋！週末は、2in1 デバイスを使ってアート にチャレンジ してみて
はいかがでしょうか？よい週末を！ #インテル 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 So-net / ソネット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SonetEntertain
mentCorp/photos/a.154071431363678.260
17.108613415909480/944847642286049/?

type=3&theater 

もうすぐハロウィン♪ 
我慢ができずカボチャのクッキーをパクリ。 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/インテル
https://www.facebook.com/hashtag/インテル
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金融・保険業界 

アカウント名 ソニー損保 （sonysonpo） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sonyson
po/photos/a.129580937142492.182
34.121158194651433/9029557998

04998/?type=3&theater 

【万一事故にあった場合、やるべきことは？】   
   
先日（9月9日）は「救急の日」でした。これにちなんで、万一事故が起
きたときにやるべきことをまとめましたので、この機会にあらためてご参考に
してください。 
 
 
 

■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/smbccar
d/photos/a.348094041888494.8607
5.192383087459591/12341432799

50228/?type=3&theater 

【今日は何の日？】 
今日、9/10は牛(9)たん(10)の日☆ 
噛むごとに旨みが溢れ出る絶品の牛たん焼き♪ 炭火焼きの香ばしい香
りで食欲も倍増!!!もちろんビールとの相性もバツグンの「伊達の牛たん本
舗」はいかがですかヽ(*^^*)ノ⇒http://bit.ly/2bNRn9r 
今月登場した「ココイコ！」の対象店舗なので、よりお得に美味しい牛た
んが堪能できちゃいますよヾ(〃^∇^)ﾉ「ココイコ！」の詳細はコチラ
⇒http://bit.ly/2bTREIF 

■本文 

http://bit.ly/2bNRn9r
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2bTREIF&h=ATMS6od-1OphmvIy-WK2iqjlsvlsUeZkTu_GoVEm8ZFGt_fDS3phCHp3p18jPQapXuxMTFHj4aSUv5BP3LRT0K84KKkch-deeTQbErdS7ZI-lw3WQV15qQ624Lf7_mC9eKX-BadCgXZEM6y9IhDcLbTNQMbJnbfcrVlz4ZeRtMcnhhVUPc3WtLRVUX1p87onZJdF9cUpmMmHEZ1OwskQjUGciyHk5_sWx3WDz7OU7oVVRwwzD2Tm
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金融・保険業界 

アカウント名 メットライフ生命 

投稿URL 

https://www.facebook.com/metlife.co.jp/ph
otos/a.249326581850808.54233.24843531
1939935/1022472481202877/?type=3&the

ater 

【人生の先輩を敬う日】 
9月19日は敬老の日。人生において先輩とも言える方々に敬意と感謝
を贈る日ですね。ご家族はもちろん、身近にいるおじいさんやおばあさんに
も日頃の感謝を込めて挨拶してみませんか？ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JCB 

投稿URL 

https://www.facebook.com/JCBcard/ph
otos/a.178950442144769.37025.15296
3321410148/1218282338211569/?typ

e=3&theater 

季節は秋へ･･･ 「衣替え」の季節ですね。 
秋の装いを楽しみにしている方も多いのでは？ 
帽子、ジャケット、ブーツなど･･･ 今年は何を新調しますか？ 
お買い物はぜひJCBカードで♪ 
 
 
 
 

■本文 
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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.418673201486655.9364
7.399928013361174/1227086780645

289/?type=3&theater 

十五夜はやっぱりお月見♪ 
早く夜にならないかなぁ。 
その前に、白玉あんみつで腹ごしらえだぜ、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/a.418673201486655.9364
7.399928013361174/1227085623978

738/?type=3&theater 

来月のハロウィンに備えて、ジャックオランタンを作ってみたぜ♪ 
ベベママが、余ったかぼちゃで冷製スープを作ってくれるって☆ 
まだ暑いから、冷たくておいしいぜ、ベイベー！ 
 
 
 
 
 

■本文 
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自動車業界 

アカウント名 MINI 

投稿URL 

https://www.facebook.com/MINI.Japa
n/photos/a.252978664719234.82334.
232547976762303/53890035279372

9/?type=3&theater 

Autumn Mini :) 
 
 
 
 
 
 
 

■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/ToyotaMo
torCorporation/photos/a.1601129940
50197.34842.158139660914197/115

6278801100273/?type=3&theater 

【DRIVE TO THE MOON】 
中秋の名月なので、少しロマンチックな道路標識をご紹介します。 
 
写真の「月まで3km」の標識は、静岡県浜松市天竜区に実際にある案
内標識。 
実際に走られた方はいらっしゃいますか？ 
 
#トヨタ #toyota #中秋の名月 #お月見 

■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
/a.196941460338526.47998.19515222385
0783/1292693030763358/?type=3&theater 

女満別空港のJAL貨物上屋に全国へ旅立つカボチャが勢ぞろい！この
日のために、佐呂間町ではまだ寒い時期からアツく！アツく！カボチャも
思いも育ててくださいました。 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 JAPAN AIRLINES (JAL) 

投稿URL 

https://www.facebook.com/jal.japan/
photos/a.196941460338526.47998.1
95152223850783/127286580607941

4/?type=3&theater 

今夜は十五夜。 
あいにくの曇り空ですが、雲の上に輝く見事な月夜を想像しながら、大切
な人やご家族と、秋の夜長をのんびり過ごすのもいいですね。 
 
Illustrated by Yu Suda 
 
 
 

■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.
330133230383834/1286552321408

582/?type=3&theater 

＼🎃ハッピーハロウィン🎃／ 
 
☆羊毛フェルトをフォロワーのラコさんにご提供いただきました。ラコさん、あ
りがとうございます！ 
 
#Halloween 
 
 

■本文 

アカウント名 フジテレビ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/fujitelev
ision/photos/a.320693084653260.8
5696.168702646518972/10806225

61993638/?type=3&theater 

なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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エンターテイメント業界 

アカウント名 Sanrio Japan / サンリオ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/hellokitt
y.japan/photos/a.15932911080690
6.41535.144655522274265/12081

16242594849/?type=3&theater 

Hello Kitty Japan 
「いいね！」済み · 2016年10月12日 ·  
  
【Mon cher（モンシェール） フレンドリーハロウィン】 
Mon cherの堂島ロールにカボチャのクリームを絞って、甘酸っぱいキティと
マイメロディのムースをなかよくトッピング。 
チョコレートでできたパンプキン、おばけやコウモリたちもやって来て、今にも
楽しい・・・ 

■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/Universal
StudiosJapan/photos/a.18174710853
0192.35580.176078562430380/1286

134941424731/?type=3&theater 

やり過ぎ連続のハロウィーン・バージョンの「リ・ボーン・パレード」も残す所、
あとわずか。体も心も丸ごと巻き込まれ、我を忘れて今だけの“超”熱狂
を楽しもう！11月6日まで! http://usj.eng.mg/0d1a5  
#リボーンUSJ 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hellokitty.japan/photos/a.159329110806906.41535.144655522274265/1208116242594849/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hellokitty.japan/photos/a.159329110806906.41535.144655522274265/1208116242594849/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hellokitty.japan/photos/a.159329110806906.41535.144655522274265/1208116242594849/?type=3&theater
https://www.facebook.com/hellokitty.japan/photos/a.159329110806906.41535.144655522274265/1208116242594849/?type=3&theater
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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/photos/a.139460746157938.233
20.133190280118318/9325335201

83986/?type=3&theater 

光に照らされて美しく咲く彼岸花。 
大口径で明るいレンズなので、暗い中の撮影でもその姿をしっかり捉えま
す！ 
 
※Nikon1 J5 + 1 NIKKOR 32mm f/1.2 
撮影：別所隆弘（東京カメラ部10選） 
 
 

■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/a.169605143095550.4
0094.163461410376590/11376639962

89655/?type=3&theater 

今日は綺麗な月を眺めてお供えをする「中秋の名月（十五夜）」。しか
しながら曇り空の地域も多く、お月見がむずかしそうな夜ですね
（；；）・・・と！いうことで、オーディオテクニカから月のプレゼン
ト！！！なんだか銀色に輝く月に見えてきませんか・・・？ 
 
▼掲載製品「ATH-A2000Z」の詳細はこちら 
https://www.audio-
technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2774 

■本文 

https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2774
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2774
https://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2774
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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/photos/a.139460746157938.233
20.133190280118318/9592810375

09234/?type=3&theater 

趣のある庭の紅葉を室内から撮影した一枚。 
屋根や障子を縁のように画面に入れることで、見せたい空間を強調させ
ました＾＾ 
 
※Nikon 1 J5 + 1 NIKKOR VR 10-100mm f/4-5.6 
撮影：別所隆弘（東京カメラ部10選） 
 
 

■本文 

アカウント名 Nikon 1（ニコン ワン） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nikon1.
nij/photos/a.139460746157938.233
20.133190280118318/9576121710

09454/?type=3&theater 

秋の気配を感じさせてくれるコスモス。 
単焦点レンズならではの高い解像力で、花弁の質感までリアルに表現さ
れた一枚です♪ 
 
※1 NIKKOR 32mm f/1.2 
撮影：鈴木貴志（東京カメラ部10選） 
 
 

■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/GEORGI
A.JAPAN/photos/a.4803998920039
16.107820.480353835341855/119
1277294249502/?type=3&theater 

10月1日は、コーヒーの日。 
アムロとシャアも、コーヒー豆1.3倍使用の 
「ジョージア ザ･プレミアム」で、プレミアムなひと時を。 
 
「機動戦士ガンダム 働くモビルキャップ」 
全国の自販機で120万名様に当たる！ 
⇒http://www.georgia.jp/campaign/gundam/ 
 

■本文 

アカウント名 Georgia（ジョージア） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GEORGI
A.JAPAN/photos/a.4803998920039
16.107820.480353835341855/118
3354911708407/?type=3&theater 

今日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる「秋分の日」。 
ジョージア飲むならどっちの気分？ 
 
A. 昼のリフレッシュタイムに 
B. 夜のリラックスタイムに 
 
コメント欄で教えてね！ 
 

■本文 

http://www.georgia.jp/campaign/gundam/
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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/pocariswe
at.jp/photos/a.238218016190249.71
190.222906224388095/12500426050

07780/?type=3&theater 

今日は中秋の名月。お月様が輝きます。 
外に出て、月の光に照らされてみませんか？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Georgia（ジョージア） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GEORGIA.
JAPAN/photos/a.480399892003916.1
07820.480353835341855/120297751

3079480/?type=3&theater 

仕事中 
ただひたすらに 
ああ、飲みたくて 
 
#芸術の秋 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/芸術の秋
https://www.facebook.com/hashtag/芸術の秋
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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/a.238218016190249.71190.
222906224388095/125556592445544

8/?type=3&theater 

いよいよシルバーウィークですね！ 
お出かけや小旅行に行く方も多いのではないでしょうか？ 
 
車や電車など、移動の時もカラダは渇きがち。 
旅のお供には、持ち運びに便利なパウダータイプもおすすめです。 
イオンウォーターで水分補給を忘れずに、楽しんでくださいね♪ 
 
 

■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/a.238218016190249.71190.
222906224388095/125305934470610

6/?type=3&theater 

今日は敬老の日です。 
おじいちゃん・おばあちゃんへ、お子さんと一緒に気持ちを伝えてみません
か？ 
 
「これからも元気でいてね！」 
 
 
 

■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/pocariswe
at.jp/photos/a.238218016190249.71
190.222906224388095/12918052808

31512/?type=3&theater 

今日はハロウィンです。 
友達と仮装したり、かぼちゃ料理を作ったり、楽しみ方はたくさん♪ 
 
ポカリも仮装して…「トリック・オア・トリート！」 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ポカリスエット 

投稿URL 

https://www.facebook.com/pocariswe
at.jp/photos/a.238218016190249.71
190.222906224388095/12714727028

64770/?type=3&theater 

ゆったりと、読書の秋。 
家の中で汗をかいてないと思っても、体の水分とイオンは失われています。 
ぜひ、あなたの好きな本と一緒に、イオンウォーターを。 
 
 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 ギネス 

投稿URL 

https://www.facebook.com/Guinnes
sJapan/photos/a.188806447855318
.44226.133851933350770/111249

2412153379/?type=3&theater 

店長の麻木です。 
 
秋の味覚の代表といえば、秋刀魚。 
脂がのった旬の味わいと新鮮な肝の風味を、スタウトの代表ギネスと一緒
にお召し上がりください。 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ギネス 

投稿URL 

https://www.facebook.com/Guinnes
sJapan/photos/a.188806447855318
.44226.133851933350770/110924

3805811573/?type=3&theater 

店長の麻木です。 
 
敬老の日にちなんで、謎かけをひとつ。 
高齢の紳士とかけまして、ギネスの一口目を飲んだ直後ととく。 
その心は、どちらも立派な白い髭が生えてます。 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 ギネス 

投稿URL 

https://www.facebook.com/GuinnessJa
pan/photos/a.188806447855318.44226
.133851933350770/114574308216164

5/?type=3&theater 

こんばんは、ケンジです。 
 
もうすぐハロウィン！ 
ギネスでパーティーをするなら、パンプキン・ビーフシチューはいかがですか
？ 
カボチャの中身を慎重にくり抜いて、シチューの具に。 
残った皮でジャック・オー・ランタンを作りたい気持ちをぐっと抑えて、出来上
がったシチューを流し込めばこの通り。熱々をどうぞ召し上がれ。 

■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/a.507084222672243.10737418
56.208604489186886/1140255156021

810/?type=3&theater 

今年もさらに盛り上がっているハロウィン♪ 
みなさんが気合を入れているのはどっち？ 
A：衣装や小物選びが楽しい、仮装 
B：飾り付けや食器もこだわる、お料理 
 
 
 
 

■本文 
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飲料業界 

アカウント名 本格薩摩焼酎 宝山 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nishishuzo/
photos/a.518123464924181.10737418
28.509979712405223/1123845844351

937/?type=3&theater 

★Happy Halloween♪★ 
 
皆さま、今日はハロウィンですね♪ 先週の金曜日からパーティやイベント
へ、仮装をしてお出かけになられた方も多かったのではないでしょうか。
(*^_^*) 街ではユニークな仮装をした人をたくさん目にすることができて
、私たちにとっても楽しい週末でした。日本でもだいぶ定着してきた感があ
るハロウィンは、「仮装」というかたちで、その年の流行りなどが伝わってきま
すね。今年も蔵ではかぼちゃとささやかな飾り付けをして、ハロウィン気分
を演出してみました♪ 

■本文 

アカウント名 本格薩摩焼酎 宝山 

投稿URL 

https://www.facebook.com/nishishu
zo/photos/a.518123464924181.107
3741828.509979712405223/11208

88314647690/?type=3&theater 

秋の味覚と宝山と♪」 
 
今年の１０月は例年よりもだいぶ暖かい日が多い様ですが、朝晩は風
が冷たく感じ、少しずつ秋らしい気候になってきました♪ 旬な味覚が豊
富な秋は、私たちにとってやはり“食欲の秋”です。今年も秋の食材と宝
山を並べてみました。(人´∇`) 食中酒にも適している芋焼酎は、季節
の食材、繊細なお料理にもとても良く合います。秋の味覚とともに、温か
いお湯割りや、すっきりとしたロックなど、ぜひ宝山をお楽しみいただきたい
と思います。(*´∪｀*) 今週も一週間おつかれさまでした！ 

■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/a.156388961113260.4051
4.131958416889648/11365475230973

94/?type=3&theater 

＼金曜日を最高にしよう。/ 
まさに旬！<秋>の味覚さんまと、芳ばしく奥深い香りの<秋>香るエー
ルに舌つづみ♪ 
旬を味わいながら最高の金曜日をお過ごし下さい。 
 
 
 
 

■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/ThePre
mium.jp/photos/a.15638896111326
0.40514.131958416889648/11306

30473689099/?type=3&theater 

＼シルバーウィークを、最高にしよう。／ 
今日からシルバーウィークということで、プレモルたちもおでかけ！？ 
みなさんもプレモルと一緒に最高の連休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 アサヒビール ASAHIBEER 

投稿URL 

https://www.facebook.com/asahibeer.j
apan/photos/a.174333842635905.4191
0.161976847204938/10849014215791

38/?type=3&theater 

＼牛・牛・牛タンタンっ！／ 
  
9月10日は #牛タンの日 です！ 
  
網の上で肉汁が滴る牛タンと、キンキンのスーパードライ・・・モ～、たまら
んですねっ！！ 
 
 

■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/a.174333842635905.4191
0.161976847204938/10843210916371

71/?type=3&theater 

＼9月9日は温泉の日／ 
  
湯船をあがった後に飲む、キンキンに冷えたスーパードライはたまりません
ねっ！ 
  
是非この週末にいかがですか？ 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/牛タンの日
https://www.facebook.com/hashtag/牛タンの日
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化粧品業界 

アカウント名 アルビオン ALBION 

投稿URL 

https://www.facebook.com/albion.j
p/photos/a.388006121249387.7812
9.387989354584397/11209929679

50695/?type=3&theater 

★☆★HAPPY HALLOWEEN★☆★ 
 
今宵はオトナのハロウィンを。 
仮面の下にのぞく素顔は、輝くばかりの美肌が必須！ 
... 
そんな夜は、アンベアージュにお任せください｡.:*☆ 
ステキな時間をお過ごしいただけますように。 
 

■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.off
icial/photos/pcb.128119458859203
0/1281194085258747/?type=3&the

ater 

【主役はいただき♡今年は断然「悪かわ」気分！】 

ついに来週は、ハロウィン本番！ 

2016年は、傷口や血をリアルに表現するグロメイクだけどかわいいがポイ
ント♪ 

悪役たちにかわいく変身して、主役になっちゃお！ 

ファシオのアイライナーなら、繊細なアイメイクだってバッチリ♪ 

長時間のイベントではしゃぐと、ついつい汗でメイクが崩れがち・・・ 

■本文 
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化粧品業界 

アカウント名 雪肌精公式ページ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sekkisei.offi
cial/photos/a.173679392753379.36931
.169962503125068/108191680192962

9/?type=3&theater 

ハロウィンは透明肌でオレンジ色の光をミカタに♡】 
https://goo.gl/qlJdaU 
 
今日はハロウィンパーティへ★「雪肌精 粉雪パウダー」で、カボチャランプ
の明かりに映える、やわらかな透明肌を仕込んでみました♪ベースメイク
の仕上げに使うだけで、乾燥・テカリからも肌を守ってくれるスグレモノなん
ですよ♡ 

 

■本文 

アカウント名 雪肌精公式ページ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sekkisei.o
fficial/photos/a.173679392753379.36
931.169962503125068/10678824399

99732/?type=3&theater 

美味しくって肌にも嬉しい♡さつまいもの日】 
https://goo.gl/CFsNj0 
 
10月13日は「さつまいもの日」。江戸時代にさつまいもを「十三里」と呼
んでいたことから定められたとか★さつまいもの皮にはビタミンCが豊富で、
肌のくすみにも嬉しい効果が♡焼き芋の美味しい季節、くすみの原因と
なる角質をはがれやすくする「雪肌精 化粧水仕立て 石けん」も使って、
雪のような美肌を目指すぞー！ 

■本文 

https://goo.gl/qlJdaU
https://goo.gl/CFsNj0
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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.Of
ficial/photos/a.192165534200449.493
29.114366675313669/108473098827

7228/?type=3&theater 

今日は「くしの日」！みなさんはヘアブラシを使っていますか？ 
Facebook担当は、「バンブーブラシ」を愛用中です！ 
天然竹のピンが、頭皮をほどよくマッサージ♪血行がよくなるので、髪にツ
ヤもでてきます！ 
乾燥しがちなロングヘアさんも、ボリュームに悩む方にもおすすめのブラシで
す！ 
http://fancl.eng.mg/b1747 
 

■本文 

アカウント名 Clinique 

投稿URL 

https://www.facebook.com/CliniqueJa
pan/photos/a.310278012337187.798
57.302119063153082/129495198720

3113/?type=3&theater 

スポーツの秋、長時間 紫外線にさらされた肌はごわつきがち。そんなとき
こそ “ふきとり美容“ を取り入れて。 
http://bit.ly/2ejZiP2 
 
洗顔で落としきれない古い角質を取り除くことで、潤いがすみずみまで浸
透する3ステップ スキンケア。 
洗う、ふき取る、潤す。もう習慣にしている方は、お友達にもぜひシェアを
♡ 

■本文 

http://fancl.eng.mg/b1747
http://bit.ly/2ejZiP2
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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.272472612787805.56156.23
1631526871914/1106192459415812/?

type=3&theater 

もうすぐ、敬老の日。 
おじいちゃん、おばあちゃんに感謝の気持ちを伝えませんか？ 
 
パズルのピースをはめていくと、あなたからのメッセージが現れる"メッセージ
パズル ギフト"です♪ 
 
詳細・購入はこちらから！ 
→http://bit.ly/25w0kaB 

■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/nissinchicke
nramen/photos/a.446089242077922.9
8949.372888499397997/12739370759

59797/?type=3&theater 

待ちに待った、運動会です！ 
キバ戦に出場するために、とっておきのキバを用意して･･･あれ？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F25w0kaB&h=ATPOZf3pfVXZXll5XwYAddYJV5Saveai2NP0KvAPPtVS9GJffOrlCBo1cYAItq0aU3ltcGiGrY3N80VdB2irvmAbfKoszTy9klc-nmVHMjqg6uy-_u4KeTsVaq7RLJxlxZOkNKD9lEiPARvvYAqhb1KMbkN7VcnHw7S4LJUzLat2H0gis-3wfitmJnBYXtJFbdiwqfBgoJaaWUwcpUCXf08GPQsslzslgMT_HWznUwUmw9NMDVlB
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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/HaagenD
azsJP/photos/a.337921862913893.75
493.324587710913975/11726259461

10143/?type=3&theater 

10.10 体育の日 
スポーツの後の、お楽しみ♪ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ハーゲンダッツ Häagen-Dazs 

投稿URL 

https://www.facebook.com/HaagenD
azsJP/photos/a.337921862913893.75
493.324587710913975/11607507072

97667/?type=3&theater 

Find your happy moment 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 
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飲食業界 

アカウント名 ニチレイフーズ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/Nichirei
FD/photos/a.174843059226743.40
337.157873394257043/124730780

5313591/?type=3&theater 

【中秋の名月】 
今日は、「中秋の名月」。全国的にお天気はちょっと涙模様ですが、こん
な風にお月見を楽しんでみるのも楽しいですよね＾＾ 
うさぎさん・・・えびピラフで耳とお顔を作って、海苔で目と口、ハムでほっぺ
を。 
お月見団子・・・さといもに鶏そぼろあんをかけて。... 
お月様・・・オムレツを丸くカットして。たなびく雲ははんぺんで。 
秋風・・・枝豆に軽く焼き目をつけて。 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerrysJa
pan/photos/a.185551341561818.38657
.167387470044872/121286204883073

7/?type=3&theater 

みーんながハッピーになれるように作られた 
ベン＆ジェリーズのアイスクリームは、 
自由に駆け回れるように平飼いされた 
めん鳥の卵を使用。 
人間だけでなく、卵を生むニワトリの 
しあわせも考えています♪ 
今日は卵の日！ 
 

■本文 


