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はじめに 

 

 

 

昨年（2016年5月～6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、 

5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 ソフトバンク（SoftBank） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/SoftBan
k/photos/a.410735398954287.1124
30.189764751051354/1300738219

953996/?type=3&theater 

この時期、かたつむりを見つけると、チョットうれしくなりませんか♫ 
 
#梅雨 
 
 
 
 
 

■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
30.189764751051354/1278457272

182091/?type=3&theater 

子どもたちの健やかな成長をお祈りしましょう。 
 
#こどもの日 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/梅雨
https://www.facebook.com/hashtag/梅雨
https://www.facebook.com/hashtag/こどもの日
https://www.facebook.com/hashtag/こどもの日
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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/phot
os/a.410396699022901.94567.2123974788
22825/1150975164965047/?type=3&theate

r 

ジューンブライドの皆さんおめでとうございます！よい週末を！ #タブレット 
#インテル 
 
 
 
 
 
 

■本文 

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
67.212397478822825/1124374110

958486/?type=3&theater 

春は運動会も多いですね！ 
よい週末を！ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/タブレット
https://www.facebook.com/hashtag/タブレット
https://www.facebook.com/hashtag/インテル
https://www.facebook.com/hashtag/インテル
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IT業界 

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
17.108613415909480/837097923061022/?

type=3&theater 

今日は母の日！ 
いつもの感謝を込めて♪ 
 
 
 
 
 
 

■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/a.128212553925535.33
666.124946600918797/10852863282

18148/?type=3&theater 

ドコモダケだよ。今日は父の日だね。 
いつもの感謝をこめて、プレゼント送ろうと思うんだ。 
きいろには「愛・信頼・尊敬」の意味があるらしいよ。思いが伝わるといい
なあ♪ 
 
 
 
 

■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/a.178950442144769.37025
.152963321410148/110480575289

2562/?type=3&theater 

5月5日は「端午の節句」。大空を泳ぐこいのぼりのように、力を合わせ、
健やかにはばたけますように。 
 
 
 
 
 
 

■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/smbccar
d/photos/a.348094041888494.8607
5.192383087459591/11722433161

40225/?type=3&theater 

今日6/19は父の日。いつも頑張っているお父さんへ、日頃の感謝を伝
える日☆ 
 
「お父さん、いつもありがとう」 
 
普段はなかなか言えないことを、今日は素直に伝えてみませんか
(*^.^*) 
 

■本文 
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金融業界 

アカウント名 アメリカン・エキスプレス 

投稿URL 

https://www.facebook.com/americanexpres
sjapan/photos/a.150338094987231.23910.
145708245450216/1128151897205841/?ty

pe=3&theater 

今週末は母の日。もうプレゼントは準備しましたか？皆さんよい週末をお
過ごしください。 
 
 
 
 
 
 

■本文 ■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
7.399928013361174/1159448550742

446/?type=3&theater 

今日はベベママとお買いもの～♪ 
通り沿いのあじさいがかわいいぜ。 
うわ！かたつむりくんだ！！ 
びっくりしたー！ 
 
 
 
 

■本文 
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自動車業界 

アカウント名 マツダ/Mazda Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/Mazda.Ja
pan/photos/a.155162591238197.403
85.153057444782045/104810900861

0213/?type=3&theater 

梅雨の鈍い空の色は、紫陽花をひときわ鮮やかに見せてくれますね。 
みなさんの愛車がひときわ輝いて見えるのは、どんなシーンですか？ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Audi Japan / アウディジャパン株式会社 

投稿URL 

https://www.facebook.com/audi.jp/p
hotos/a.284214071623727.73131.22
1225227922612/1135216756523450

/?type=3&theater 

ありがとうの気持ちを、花束に込めて。 

今日は母の日。 

 

Photo by @Audi Zentrum Varese 
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自動車業界 

アカウント名 BMWJapan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/bmwjap
an/photos/a.10150363907109754.3
71485.282933439753/1015420470

0409754/?type=3&theater 

雨の日を歓びの日に。 

 

BMWなら梅雨も愉しくなる。 

 

#BMW #BMW1Series #梅雨 

 
 
 

■本文 

アカウント名 Alfa Romeo Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/AlfaRom
eoJapan/photos/a.16797105322704
4.36062.149821411708675/11896

58004391672/?type=3&theater 

写真募集】愛車アルファ ロメオとゴールデンウィーク 

 

ゴールデンウィーク、日本各地を旅するあなたのアルファ ロメオの
写真を本投稿コメント欄にアップ。 

抽選で3名様に「アルファ ロメオの傘」プレゼントします。 

投稿は5/8 23:59迄。当選者様にコメント返信でご連絡。 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/bmw
https://www.facebook.com/hashtag/bmw1series
https://www.facebook.com/hashtag/梅雨
https://www.facebook.com/hashtag/梅雨
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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.japa
n/photos/a.196941460338526.4799
8.195152223850783/12004006833

25927/?type=3&theater 

こんにちは。Facebookチームです。 

沖縄は早くも梅雨明けとのことですが、全国的にはまだまだ雨の
シーズン。梅雨の時期こそ、鮮やかな傘の花を楽しみましょう！ 

今年は水不足が心配されていますので、みんなで節水を心掛けま
せんか？ 
 
 
 

■本文 

アカウント名 ANA.Japan 

投稿URL 

https://www.facebook.com/ana.jap
an/photos/a.147462221967697.243
39.143718759008710/1001664383

214139/?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 東京ディズニーリゾート 

投稿URL 

https://www.facebook.com/tdr.jp/p
hotos/a.244455295653765.51290.2
13982575367704/95452156464713

1/?type=3&theater 

なし 
 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 セガ（SEGA） 

投稿URL 

https://www.facebook.com/sega.jp/
photos/a.394162887314201.92826.
330133230383834/1142995935764

222/?type=3&theater 

今日は母の日☆ 

お花を送って、お母さんに日頃の感謝を伝えるのはいかがです
か？ 

 
 
 
 
 

■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/tsuchiyakab
an/photos/a.295724220445715.81132.
203361056348699/125080177493795

0/?type=3&theater 

•私も探しています。お父さんの手もとに、しっくりくるギフト。今年の
父の日は、6月19日(日)だそうですよ。 

http://www.tsuchiya-kaban.jp/onlineshop/index.php 

 

 

 

 

■本文 

アカウント名 土屋鞄製造所 

投稿URL 

https://www.facebook.com/tsuchiyak
aban/photos/a.295724220445715.81
132.203361056348699/12267484406

76617/?type=3&theater 

•花開いた時の感激もギフトに、の思いをこめて。今年は芍薬のつ
ぼみを贈ります。連休最終日の母の日、みなさまよい1日を。 

 
 
 
 
 
 

■本文 

http://www.tsuchiya-kaban.jp/onlineshop/index.php
http://www.tsuchiya-kaban.jp/onlineshop/index.php
http://www.tsuchiya-kaban.jp/onlineshop/index.php
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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/
photos/a.576448099091291.10737
41828.561500003919434/9864102

48095072/?type=3&theater 

梅雨ならではの楽しみ方を】  
雨の日が多くて気分が沈みがちな梅雨。でもお子さんにとってはどうでしょ
う？ 
新しいレインコートにお気に入りの長靴、自慢の傘など、雨の日グッズを
身に纏ったお子さんはなんだか楽しそう。  
 
 
 

■本文 

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/a.576448099091291.1073741828.
561500003919434/982650691804361/

?type=3&theater 

父の日に、感謝の気持ちを伝えよう！】 
6月第3日曜日は何の日か憶えていますか？ 
そう。父の日です。普段から家族を見守ってくれているお父さん。 
プレゼントを渡すのももちろん嬉しいとは思いますが、 
パパなら誰もが嬉しいものは「子供たちからの感謝の言葉」なんだそうです。 
 
 
 

■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/
photos/a.576448099091291.10737
41828.561500003919434/9820455

05198213/?type=3&theater 

LAVIE家第135話『部屋干し』 
梅雨、部屋干しの日々が続いています。 
おじさん「僕まで一緒に干さないでくれよ」 
#LAVIE_CITY #miniature 
物語はこちら→ http://lnv.gy/1JxE2fk 
 
 
 

■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
20.133190280118318/8655165568

85683/?type=3&theater 

あじさいは薄曇りの日に撮るのがおすすめ♪ 
直射日光よりも、優しい光の中で撮影すると、あじさいらしいしっとりと優
しい印象で仕上げやすくなります。 
 
撮影：Sho Shibata（東京カメラ部10選） 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/lavie_city
https://www.facebook.com/hashtag/miniature
http://lnv.gy/1JxE2fk
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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/cocacol
apark/photos/a.226326717424814.
53704.138477036209783/1064921

556898655/?type=3&theater 

来月6月19日は父の日;D 
 
普段はなかなか言えないお父さんへの感謝の気持ちを、コカ･コーラ オリ
ジナルスタンプボトルで伝えよう！ 
▼詳細はコチラ！ 
http://bit.ly/1RwVPnq 
お父さんの写真からオリジナルスタンプボトルが作れるよ;D 
#スタンプボトル 

■本文 

アカウント名 コカ・コーラ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/cocacol
apark/photos/a.226326717424814.
53704.138477036209783/1057755

954281882/?type=3&theater 

アウトドアシーズンがやってきた!! 
BBQにはやっぱりコカ･コーラ♪ 
サイコーなひとときに、思わずニコニコ、 
スマイルがこぼれるね:D 
 
http://bit.ly/1RwVPnq 
#スタンプボトル 
 

■本文 

http://bit.ly/1RwVPnq
https://www.facebook.com/hashtag/スタンプボトル
https://www.facebook.com/hashtag/スタンプボトル
http://bit.ly/1RwVPnq
https://www.facebook.com/hashtag/スタンプボトル
https://www.facebook.com/hashtag/スタンプボトル
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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.480399892003916.1
07820.480353835341855/110497066

6213499/?type=3&theater 

雨を降らせる仕事も…ある!? 
#梅雨入り 
#世界は誰かの仕事でできている 
 
 
 
 
 

■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
07820.480353835341855/108526197

4851035/?type=3&theater 

「お父さ今日は母の日♪ 
 
いつも忙しいお母さんに、手軽においしいコーヒーが楽しめるジョージアカ
フェ コーヒーバッグとカーネーションのプレゼントはいかが？ 
http://www.georgia.jp/cafe/bag/ 
#母の日 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/梅雨入り
https://www.facebook.com/hashtag/梅雨入り
https://www.facebook.com/hashtag/世界は誰かの仕事でできている
https://www.facebook.com/hashtag/世界は誰かの仕事でできている
http://www.georgia.jp/cafe/bag/
https://www.facebook.com/hashtag/母の日
https://www.facebook.com/hashtag/母の日
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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/a.480399892003916.107
820.480353835341855/111777376159

9856/?type=3&theater 

雨の季節にも、至福の瞬間。 
梅雨ならではの景色とコーヒーブレイクしませんか。 
 
#本日も至福なり 
#あじさい 
 
 
 

■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/a.480399892003916.107
820.480353835341855/111136279224

0953/?type=3&theater 

「いつもお疲れさま！」がうれしい日。 
今日は、家飲み。 
#父の日 
 
 
 
 
 

■本文 

https://www.facebook.com/hashtag/本日も至福なり
https://www.facebook.com/hashtag/本日も至福なり
https://www.facebook.com/hashtag/あじさい
https://www.facebook.com/hashtag/あじさい
https://www.facebook.com/hashtag/父の日
https://www.facebook.com/hashtag/父の日
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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.
222906224388095/115812961086574

7/?type=3&theater 

みなさん連休を楽しんでますか？ 
今日はみどりの日です。 
 
木々の緑もすっかり濃くなりました。 
天気の良い日は、みどりがいっぱいの公園でお散歩したいですね♪ 
 
 

■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.
222906224388095/115647452103125

6/?type=3&theater 

日差しがポカポカと暖かく、花も鮮やかに咲いています。 
お庭やベランダでガーデニングや家庭菜園もいいですね♪ 
 
花には水を、カラダを潤すならポカリスエットを！ 
 
 
 
 

■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
190.222906224388095/11766283523

49206/?type=3&theater 

6月になり、陽射しも強くなってきました。 
 
実は、この時期から熱中症は多くなります。 
身体が暑さに慣れていない為上手に汗をかくことができず、体温をうまく
調節できないのが原因です。 
 
ポカリスエットでこまめな水分補給をして熱中症に気を付けましょう。 
 

■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
190.222906224388095/11604644572

98929/?type=3&theater 

今日は母の日です。 
 
いつも応援してくれるお母さん。 
照れくさくて言えない感謝の思いを、今日は伝えてみませんか？ 
「お母さん、ありがとう。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
190.222906224388095/11857296981

05738/?type=3&theater 

毎日頑張るお父さんへ、感謝の気持ちを込めて、「潤い」のプレゼントも
一緒にいかがでしょうか？ 
その気持ちとイオンウォーターが、お父さんに染みわたりますように。 
 
 
 
 
  

■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
190.222906224388095/11826859850

76776/?type=3&theater 

梅雨の季節がやってきました。 
雨の日が続くと、湿気や洗濯物で困ることもありますが、美しく咲くアジサ
イや、虹が見れたり、楽しいこともたくさんあります！ 
 
 
 
 
 

■本文 

毎日頑張るお父さんへ、感謝の気持ちを込めて、「潤い」のプレゼントも一緒にいかがでしょうか？ 

その気持ちとイオンウォーターが、お父さんに染みわたりますように。 毎日頑張るお父さんへ、感謝の気持ちを込めて、「潤い」のプレゼントも一緒にいかがでしょうか？ 

その気持ちとイオンウォーターが、お父さんに染みわたりますように。 毎日頑張るお父さんへ、感謝の気持ちを込めて、「潤い」のプレゼントも一緒にいかがでしょうか？ 

その気持ちとイオンウォーターが、お父さんに染みわたりますように。 
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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
.44226.133851933350770/102004

9861397635/?type=3&theater 

こんばんは、アイです。 

 

明後日、8日は母の日です。 

私はお花とギネスに、母の好きな料理を作るサプライズを考えてい
ます。 

料理が苦手という方はいつもと気分を変えて、奥さんやお母さんと
一緒にパブに出かけるのはいかがですか？ 

ギネスとちょっとしたサプライズを添えて、日頃の感謝の気持ちを伝
えましょう！ 

■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/a.156388961113260.4051
4.131958416889648/10632164604305

01/?type=3&theater 

６月１９日は父の日ですね。日頃の感謝の気持ちを込めて、限定発
売中のマスターズドリーム「トランク型６瓶セット」はいかがでしょう。
特別なギフトBOXですので、素敵な父の日を演出できますよ。
→http://bit.ly/1U2hB9e 

（※お取り扱いのない店舗もございます。また、なくなり次第終了と
なりますので予めご了承ください。） 

 

 

■本文 

http://bit.ly/1U2hB9e
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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
0.161976847204938/99697197370541

7/?type=3&theater 

今日は母の日。 
 
サンタ・ヘレナ・アルパカと一緒に、素敵な1日をお過ごしください。 
 
▼サンタ・ヘレナ・アルパカ▼ 
http://asahi-fb.jp/1Sylm2z 
 
 

■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
0.161976847204938/99446888062239

3/?type=3&theater 

明日からゴールデンウィークという方も多いのでは？ 
そんな今夜は皆さまと、、、「かんぱいっ！」 
 
 
 
 
 
 

■本文 

http://asahi-fb.jp/1Sylm2z
http://asahi-fb.jp/1Sylm2z
http://asahi-fb.jp/1Sylm2z
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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.off
icial/photos/a.294996603878505.76
407.294955220549310/114146369

9231787/?type=3&theater 

【お母さん、ありがとうの日】 
 
今日は、母の日。 
大好きなお母さんと一緒に 
お出かけしませんか？... 
 
わたしは、オレンジ系のかわいいリップ。お母さんは、落ち着いた大人な雰
囲気のエレガントなリップ。 

■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/a.294996603878505.76
407.294955220549310/114146305

9231851/?type=3&theater 

【G.W. お家で過ごすメイク】 
 
今年のゴールデンウィークは10連休！ 
・・・なのに、旅行やBBQなど 
外に出る予定がない～～～！？... 
 
そんなときは、いっそお家で、 
のんびり過ごしちゃおう！ 

■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/a.310278012337187.79857.
302119063153082/119109727092191

9/?type=3&theater 

もうすぐ6/19(日)は「父の日」。 
クリニークからシンプルに“いい男の肌”が叶う、ギフトにぴったりなスキンケア
セットが登場！ 
http://bit.ly/1sOV0kJ 
 
基本のスキンケアと人気のフェース スクラブやボディ＆ヘア シャンプーを揃
えた充実のラインナップ。... 
ローションは、ふき取りor保湿タイプから選べます。 

■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
931.169962503125068/97160716962

7260/?type=3&theater 

【梅雨の紫外線を侮るなかれ！】 
http://goo.gl/2KhbqQ 
 
雨や曇りの日が続いてもUVケアをおろそかにしてはNG！くすみやシミが
増えてしまう危険が…。雪肌精のサンプロテクトシリーズは、
SPF50+/PA++++で紫外線から強力に肌を守り、日やけによるシミ・
ソバカスを防いでくれます♪ 

 

■本文 

http://bit.ly/1sOV0kJ
http://goo.gl/2KhbqQ
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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
29.114366675313669/102542334754

1326/?type=3&theater 

【6月19日】は父の日！プレゼントはもう決まりましたか？ 
お父さんへ、日ごろの感謝の気持ちを込めて、ファンケルの贈り物はいか
がですか？ 
 
 
 
 
 

■本文 

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
29.114366675313669/101931287815

2373/?type=3&theater 

梅雨のジメジメで、髪の毛が大変＼（>△<;）/ 
まずは、頭皮環境を整えることが大切です！ 
ファンケルの「アミノシャンプー」は、ノンシリコン、アミノ酸系洗浄成分で、う
るおいを守って洗います。「アミノコンディショナー」とセットでお使いください
♪ 
梅雨もほめられるサラツヤ髪に♪ 
【今ならキャンペーン中】 http://fancl.eng.mg/8bdf2 
 

■本文 

http://fancl.eng.mg/8bdf2
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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
1631526871914/1024494190918973/?

type=3&theater 

屋根より高い"キットカット"こいのぼり～♪ 
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/nissinchicke
nramen/photos/a.446089242077922.9
8949.372888499397997/11711212229

08050/?type=3&theater 

いつものチキンラーメンより大きいような…。 
えっ、これテントなんですか！？ 
#アウトドア #キャンプ #チキンラーメン #camping 
 
 
 
 
 

■本文 

http://nestle.jp/brand/kit/
https://www.facebook.com/hashtag/アウトドア
https://www.facebook.com/hashtag/アウトドア
https://www.facebook.com/hashtag/キャンプ
https://www.facebook.com/hashtag/キャンプ
https://www.facebook.com/hashtag/チキンラーメン
https://www.facebook.com/hashtag/チキンラーメン
https://www.facebook.com/hashtag/camping


Page26 Copyright ©2017 Tribal Media House, Inc. All rights reserved. Confidential 

食品業界 

アカウント名 ニチレイフーズ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/NichireiFD
/photos/a.174843059226743.40337.1
57873394257043/116942668976837

0/?type=3&theater 

【てるてる坊主、てる坊主。明日天気にしておくれ♪】 
梅雨の時期のお出かけは空模様が気になりますよね。 
かわいいてるてる坊主弁当の効果で、いいお天気になったらうれしいです
よね＾＾ 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 マルコメ 

投稿URL 

https://www.facebook.com/marukom
e.family/photos/a.293450447369158.
60838.222508897796647/104545831

2168364/?type=3&theater 

今週末は、父の日ですね。 
 
お酒が好きなお父さんも 
たまにはノンアルコールで♪ 
 
 
 
 

■本文 
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飲食業界 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerr
ysJapan/photos/a.18555134156181
8.38657.167387470044872/10903

44391082504/?type=3&theater 

きのうも今日も、きっと明日も。 
ママ、いつもいつも、ありがとう♪ 
 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 モスバーガー 

投稿URL 

https://www.facebook.com/mosbur
ger/photos/a.227732373941546.53
924.217728418275275/103094614

3620161/?type=3&theater 

(●´∀｀)<お母さん、いつもありがとう！ 
日頃の感謝の気持ちを込めて、【やさしい豆乳スイーツ】と一緒にカー
ネーションを贈ってみてはいかがでしょうか？ 
素敵な母の日になりますように♪ 
http://bit.ly/1VTzRC4 
 
 
 

■本文 

http://bit.ly/1VTzRC4
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飲食業界 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerrysJa
pan/photos/a.185551341561818.38657
.167387470044872/112199743458386

6/?type=3&theater 

今日は父の日。 
いつもお仕事がんばってくれて 
ありが・とうさん！ 
 
 
 
 
 

■本文 

アカウント名 Ben & Jerry's 

投稿URL 

https://www.facebook.com/BenJerrysJa
pan/photos/a.185551341561818.38657
.167387470044872/110510879627273

0/?type=3&theater 

今日は5月23日、こいぶみの日。 
アイの言葉を、チャンクのように 
たーっぷりつめこんで 
あの人に手紙を書いてみよう♪ 
 
 
 
 

■本文 


