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「飲⾷店のバズはどう⽣まれるのか」 

 
※「飲⾷店がバズる」とは 

：⾃分が探そうと思っていなくても Instagram 上で⾃然と⽬に⼊ってくる状態 
：話題に出すと、周りの Instagram ユーザーもすぐに共感できる状態のこと 

と私たちは定義し、そのような使い⽅で執筆しました。 
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1.研究の背景 

 「バズる」という⾔葉の意味は、「短時間で話題に広がり，多くの⼈の注⽬を集め
て，話題を席巻すること」だが、特に私たちは Instagram において飲⾷店がバズると
いうことを取り上げている。 
 
 1-1:Instagram の利⽤実態 
 私たちは昨年から Instagram についての研究を続けており、昨年は Instagram の利
⽤実態について調査をした。（昨年の研究について：https://www.jma2-
jp.org/article/jma/k2/categories/710-mh200807）前回の研究から Instagram が”思い
出を記録する場所、共有する場所”としてだけでなく、”検索⼿段”としてもかなり活⽤
されてきていることが数値として明らかになった。さらに、Instagram で検索や情報
収集をしたことがあるジャンルについてユーザーに尋ねたところ、レストランや飲⾷
店、カフェなどの⾷べ物関係を検索する⼈が最も多いという結果が出た。（グラフ１
参照） 
・グラフ１ 

  
 ・Instagram での検索の仕⽅ 
 
 では、ユーザーに最も検索されている飲⾷店は、実際にどのように検索されている
のかについて、主に使われている３つの⽅法を紹介する。 
 
① ⼀般ユーザーの投稿を元にしたハッシュタグ検索/スポット検索 

  例えば、”＃表参道カフェ”というハッシュタグで検索すると、同様に”＃表参道カ
フェ”とハッシュタグをつけて投稿した⼈たちの投稿がヒットし、その⼈たちの投稿が
まとめて表⽰されるというのがハッシュタグ検索だ。それに対し、投稿者が付けた位
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置情報（場所）から、同じ位置情報が付けられた投稿をまとめて閲覧できるのがスポ
ット検索だ。 
 
 ②グルメアカウントのページから検索 
  グルメアカウントとは Instagram のアカウントの中で
も、飲⾷店や⾷べ物を特集するグルメに特化したアカウン
ト。特に⼈気のものだと、「りょうくんグルメ」フォロワ
ー36.7万⼈（2021 年 3⽉時点）のように、フォロワーが
数⼗万⼈いるアカウントもある。このようなグルメアカウ
ントの個⼈ページからお店を⾒つけるというのが２つ⽬の
⽅法である。（写真１参照）        

（写真１→） 
 ③お店の公式アカウントを探す 
 飲⾷店側が、⾃⾝で情報を発信する公式アカウントが近
年増えている。その公式アカウントを⾒つけ、お店から直
接情報を得るという⽅法もある。 
 
 このように Instagram で⾷べ物/飲⾷店を検索する⼈が多
くなってきており、⾷べ物と Instagram の関係性が濃くな
っている。Instagram は画像がメインのツールであるので、⾒た⽬が可愛いことや、
インパクトがあるものが注⽬を浴びやすく、⼈気になりやすい。 
実際に以下の写真のようなチーズドッグ、ダルゴナコーヒー、タピオカなどが
Instagram でバズってきた⾷べ物である。 

 
（左からチーズドッグ、ダルゴナコーヒー、タピオカ） 
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 ⼀⽅で、⾷べ物単体というより、飲⾷店⾃体が注⽬され、飲⾷店がバズるというケ
ースも⾮常に多くある。以下のような、卵かけご飯や⼲物を提供するカフェとしてバ
ズっているヨリドコロ や、チーズが溢れ出すホットサンドを提供するカフェとしてバ
ズっている Time and Space ⼆⼦⽟川などがその⼀例だ。 
 

 
  
  1-2:研究テーマ 
 
 1-1 で取り上げた Instagram の利⽤実態を鑑み、今回の研究では、飲⾷店⾃体のバズ
りの⽅に注⽬し、私たちは「飲⾷店はバズるなどの現象をどうおこすか、どう対峙す
るか」というテーマで調査を⾏った。2章からはその調査内容、結果について⾔及し
ていく。 
 

2.調査概要 

 私たちは「飲⾷店はバズるなどの現象をどうおこすか、どう対峙するか」について
調査をするため、 
・Instagram で実際にバズっている飲⾷店へのインタビュー 
・Instagram ユーザーへのアンケート調査 
の⼆つを⾏った。Instagram で実際にバズっている飲⾷店へのインタビューについて
は、様々な⾓度から飲⾷店のバズりについて考察するため、①バズり続けているカフ
ェと②バズってまもないカフェそれぞれにインタビューを⾏った。実際にインタビュ
ーをさせていただいた２店舗については 3章で詳しく説明する。また、Instagram ユ
ーザーへのアンケート調査については、LINE と Instagram を 通して同年代の知り
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合いに声をかけ、69 名の回答をいただいた。アンケート内容の詳細、回答結果に関し
ては 4章で紹介する。 
 

3.調査 1:インタビュー結果 

 ここでは、Instagram で実際にバズっている飲⾷店 2 店舗へのインタビュー結果に
ついて紹介する。 

 3-1.事例①ヨリドコロ              

 ・ヨリドコロ について        （↓写真２） 

 バズり続けているカフェへの調査と
して、私たちは、江ノ島電鉄稲村ガ崎
駅から徒歩 2 分のところにある、2015
年創業の「ヨリドコロ」 というお店に
ご協⼒をいただいた。⼤正時代から続
く仕⽴て屋であった古⺠家を、スタッ
フの⽅々が半年かけてリノベーション
をしている店舗であるため、店舗の外
観や内観にはその⾯影が残っている。
（写真３参照）ヨリドコロ は、⽬の前
を江ノ電が⾛る線路沿いで⾷事ができ
ることや、フワフワな卵かけご飯が⾷
べられるということで数年前にバズった。Instagram で「#鎌倉グルメ」とハッシュタ
グ検索をすると、上位にヒットするほど鎌倉で⼈気のカフェだ。実際に Instagram の
投稿でよく⾒かける写真の⼀つがフワフワな卵かけご飯である。（写真２参照）こち
らの卵かけご飯は最初からフワフワな状態で提供されるのではなく、お客様⾃らの⼿
で泡だててもらうという⾯⽩い仕組みだ。そのマニュアルが写真４である。 



 7 

 
（←写真３）（↑写真４） 

では実際に、ヨリドコロ が Instagram 上でどれほど注⽬されているのか、「バズって
いるのか」について⾒てみる。スポット検索で「ヨリドコロ 」と検索をしてみたとこ
ろ、2019年 10⽉時点にヨリドコロの位置情報をつけて投
稿されたものは１⽇に 7~10件ほどで、多くの卵かけご飯
の写真が投稿されていた。それに対し、⼀年後の 2020 年
10⽉頃の投稿を確認してみると、またしても 1⽇ 7~13件
ほどの投稿がされており、内容や頻度が変わることなく、
多くの投稿がされているこことがわかった。このことから
も、まさに 1 年以上バズり続けているお店だとわかる。
（ヨリドコロ でスポット検索をした結果が右の写真５であ
る。） 
 
 さらに、朝の営業は先着 50名で締め切っているにも関わ
らず、Instagram 上にはヨリドコロ で朝⾷をとった⾷事の
写真が⽇々多く投稿されていることから、訪れた⼈々が⾮
常に⾼い割合で Instagram に載せていることもわかる。以
上のことより、「ヨリドコロ 」をバズり続けているカフェ
の代表例として、インタビューをお願いした。 
                                     

（↑写真５）   
                                                                 
・インタビュー前の想定 
 Instagram で多く取り上げられているように、ヨリドコロ の卵かけご飯は⾒た⽬や
お客様に実際に泡だててもらうという点で少し変わっている。そのため、Instagram
へ投稿されることを予め意識して考えられたメニューなのではないか、バズったとい
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うのはもしや必然のことだったのではないかと私たちは考え、その詳細について、ま
たバズった前後の変化などについてお聞きするため、店⻑さんにインタビューをさせ
ていただいた。 
  
  
 ・インタビュー内容 
  
＜創業からバズるまで＞ 
Q1:「お店を始められるまでの経緯について」 
 
A1:「バックパッカー経験がある旅好きの仲間 3 ⼈で⽴ち上げた。全員神奈川出⾝で、
インバウンドの⽅にも地元の良さを発信できる情報発信基地となるような宿を作りた
いというのが始まり。当時活動していた鎌倉の古⺠家再⽣プロジェクトを通してこの
物件に出会い、⼀⽬惚れしたが、⽤途地域や環境的に宿をやることは難しかったた
め、⽅向転換を考えた。そこで、3 ⼈とも飲⾷（カフェ）経験があり、代表の実家が
⼲物屋だったことから、せっかくなら⼲物を武器にしたブルーオーシャンのカフェを
やってみようと考え、⼲物カフェにたどり着いた。」 
 
Q2:「お店を始めるにあたり意識されていたことについて」 
 
A2:「ペルソナを作ったり、どういうブランドで売り出すのかをかなり考えた。具体的
には”20代前半カメラ好きの⼥の⼦”をペルソナとして想定し、“ペルソナが来たくなる
ような、思わず写真をとりたくなるお店とは？”を、とても考えていた。 
また、古⺠家再⽣プロジェクトをやっていたこともあり、もともとあったものを使い
ながらどう新しい⾵をいれていくかということもかなり意識した。」 
 
→ヨリドコロ 創業の 2015 年当時、Instagram で映えることは特に意識していたわけ
ではなかったが、”写真をとりたくなるようなお店”というのは意識されていたことが
わかった。 
 
Q3:「店名の由来や意識されたことについて」 
 
A3:「この店名は、情報発信拠点としての”拠る”、気軽に寄れるお店の”寄る”、海外の
⽅も地元の⽅も繋ぐご縁という意味で”縁る”、３つの意味を持たせた特別な店名。 
そして、店名は”記憶に残るような、覚えてもらえる”名前を意識した。”ヨリドコロ”
という⾔葉を⽇本⼈で知らない⼈はいないはずなので。」 
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Q4:「創業当初の集客について」 
 
A4:「開店前からクラウドファンディングでファン作りができるように⼼懸けていたの
で、創業してまもなく⼀時的にお客様は増えた。しかしあくまで⼀過性のものなの
で、リピートしてもらえるような集客を⼼がけた。 
また、創業当初は資⾦が少なかったこともあり、広告はできる限り低コストに抑え、
再び来たいと思ってもらえるような内装作りにお⾦をかけていた。 
さらに SNS でもこまめな発信をしていた。どういう内容、写真、タイミングの投稿が
⾊々な⽅にささるかを社内でしっかり考え、戦略的に発信するようにしていた。」 
 
→クラウドファンディングにより創業前から⼀定数ファンが形成されていたという⽐
較的珍しい形でのスタートだったヨリドコロ 。集客においては、SNS を戦略的に活
⽤されていたことがわかった。 
 
 
＜バズりという現象について＞ 
Q5:「Instagram のバズりの主役となっている、卵かけご飯の誕⽣秘話について」 
 
A5:「ひものとコーヒーを売り出す⼲物カフェに、⽇本の⽂化である卵かけご飯を⼊れ
ようとなったのが始まり。メニューには⽐較的すぐに⼊った。美味しい卵かけご飯を
提供するため、卵は神奈川県の養鶏所を三⼗箇所ほど通い、品評会をして選んだ。 
 最初は泡⽴ててもらうことなく、そのまま提供していたが、オープンしてから 1 年
経たないくらいの時期に、店⻑の友⼈が”卵の⽩⾝を泡だてて⾷べると美味しいらし
い”と、勝⼿にやり出したのがきっかけ。スタッフでも試してみたところ、新⾷感で美
味しかったので、お客さんに「こういう⾷べ⽅もあるみたいですよ」と提案して出す
ようになった。 
その後、泡⽴てるのは箸じゃ⼤変なので、ミニ泡⽴て器や電動のものを取り⼊れてみ
たり…お客さんの声を導⼊しながら、2 年⽬以降くらいに今の形が確⽴した。」 
 
→卵かけご飯はインスタや「映え」を意識したメニューではなかったことが判明。 
むしろお客さんの声を取り⼊れていく中で誕⽣したメニューであったことがわかっ
た。 
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Q6:「バズった時期について」 
 
A6:「開業から１ヶ⽉程経った時にズムサタで特集され、混み合うようになった。開店
前からやっていたクラウドファンディングやリノベーションの過程を、たくさんの⽅
が SNS で拡散してくれて、話題になっていたところを、ズムサタの ADの⽅が⾒つけ
たようだ。 
お店を⾃分たちで半年以上かけて作っていく過程で、友達や⼦供達に⼀緒にペンキを
塗ってもらうなど、認知してもらう試みをしていた。店⻑⾃らもリノベーションの途
中経過を Facebook や Instagram に載せていたが、それ以上に応援してくれている周り
の⽅が協⼒して拡散してくれていたようで、メディアに注⽬されたのだと思われる。 
そこからテレビと雑誌の取材が頻繁にくるようになり…オープンから 2 年経った頃か
ら、⾏列がとまらない現在の状態になった。 
いきなりバンと⼈気になったというより、だんだんとお客さんが増えてきた感覚。」 
 
Q7:「Instagram でバズるのと、テレビで取り上げられた時とでの反響の違いについ
て」 
 
A7:「認知度が⾼くない時期は、テレビ効果がやはり⼤きかったが、テレビや雑誌に頻
繁に出るようになってからは、再び取り上げられたからといってあまり⼤きな変化は
なかった。テレビや雑誌より Instagram の影響の⽅が⼤きかった印象がある。お客さ
んが載せてくれた投稿の⽅が集客効果があったと感じている。」 
 
→お店側も Instagram効果を実感されている。Instagram がお店の⼈気に少なからず貢
献していることがわかった。 
 
Q8:「客層の変遷について」 
 
A8:「⼀番最初はお店の⼯事を⼿伝ってくれていた友達、ご近所の⽅や、⾃分たちで⼯
事を進める中でオープン前から応援してくださっていた⽅が多かった。鎌倉だが海沿
いではない⽴地ということもあり、地元の⽅が⼤半だった。 
次第に、ユーチューバーや芸能⼈の⽅がくるようになり…地元の⽅と観光客が融合し
た状態になっていった。3 年⽬くらいの時に、なぜか韓国⼈の⽅に⼈気が出て…韓国
では、「鎌倉と⾔えばヨリドコロ」と⾔われていたようで、地元の⽅が⽝猿してしま
うほど韓国⼈観光客が多かった時期も…。 
年配の⽅も来られるから⽐較的客層は広いけれど、基本的にペルソナとして設定して
いたような若い⼥の⼦が多いことは昔から変わらない。」 
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→バズりを受けて、地元の⽅が⼤半だった客層が変わっており、まさにバズりという
現象の影響が客層の変化からみて取れる。 
 
Q9:「⼲物ではなく、卵かけご飯ばかりが Instagram で注⽬されていることについてど
う思われているかについて」 
 
A9:「正直気になっている。卵かけご飯でバズった印象があり、卵かけご飯を⽬当てに
くる若い⼦も結構いるが、基本的に⼲物とコーヒー、プラスで卵かけご飯というイメ
ージなので、⼲物を⾷べてほしいという気持ちが正直ある。卵かけご飯定⾷だけを⾷
べて帰られるのはちょっと寂しい。 
なので⼲物の定⾷に卵をつけていただくことをお勧めしている。Instagram や
Facebook に、⼲物を⼲しているところ、製造過程なども写し出し、どれだけ新鮮で良
い⼲物を出しているか、⾒ていて⼲物が⾷べたくなるような絵を⼊れていけたらと思
っている。」 
 
→Instagram はお店にお客様を惹きつけることに⼤きく貢献しうるが、お店側が意図
していない形、内容で取り上げられてしまうこともあることがわかった。 
 

Q10:「ゆっくりした時間を味わってほしい⼀⽅で⾏列でせわしなくなってしまうギャ
ップについて」 

A10:「最初は⼾惑いがあったが、来ていただけることに感謝しつつ、どんなにお客様
が増えても１組ずつ対応の質を下げることなくしっかり対応することがやはり⼤事だ
と思う。⼤変な部分はあるが、お客さんがお客さんを産むと思うので、お客さんに来
て頂けることを当たり前に思うようになってしまうと、どんどんお客さんが減ると思
う。特にコロナ禍でこのことを実感している。」 

Q11:「常連の⽅（地元の⽅々）は有名店になったことについてどう思われているの
か。」 

A11:「もともと地域密着型のお店を⽬指していたので、地域の⽅との関係性に気を遣
っていたが、⾏列ができるようになりお店を回すことがより⼤変になったからこそ、
地域の⼈をないがしろにしたくないと思い、挨拶をしっかりしたり、よりお店の外に
⽬を向けて営業するようになった。実際、地元の⽅々は「⾏列が落ち着いたらまたい
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くよ」と⾔ってくれ…オープンして 3 年⽬までは、営業時間外に「ヨルドコロ」とし
て、地元の⽅限定でお店をあけるなど、特別イベントをやったりもしていた。 

特にコロナにより観光客の⽅が来られなくなった時、地元の⽅にかなり⽀えてもらっ
た。テイクアウトを始めた時もすぐに来てくれたり…地元の⽅との交流をたやしてい
なかったから、コロナ禍でも続けられたと実感している。」 

→⼈気店になった今でも常連さんや地元の⽅々を⾮常に⼤切にする姿勢は変わらない
ことが伝わってきた。 
 

Q12:「今後、混雑状況がどう変わっていくか不安に感じることはあるか」 

A12:「毎⽇危機感を感じている状況。お客様に来ていただけることは当たり前ではな
いので、常に緊張感を持って仕事をしている。新規顧客の獲得や飽きられないために
どうすれば良いか、リピートしていただくためにどのような接客をすれば良いか、常
⽇頃考えて⾏動している。 
ある⽇突然混むようになったというより、毎⽇の積み重ねで少しずつお客さんが増え
てきた実感があるので、⽇々お客様に喜んでいただけるよう考えることが⼤事だと思
っている。」 
 

＜SNS について＞ 
Q13:「Instagram、Twitter、Facebook それぞれのアカウントの使い分けについて。」 
 
A13:「Facebook と Instagram は連動しているが、Twitter は今動かせていない状態。
本当はやった⽅がいいと思うが、⼿が回らない…。 
まず、⼀番最初に Facebook はしっかりビジネスとして活⽤ができそうだと思い始
め、次に、Instagram は若い⼦が⾒るため外せないと思い始めて、Facebook と連動す
るようにした。 
Twitter はあまり触る習慣がなかったことからスタートは遅かった。今は Instagram に
⼀番⼒を⼊れている。 
どういうお店なのかを伝えたいので、店内の温かい空間や⾃分たちのスタッフを登場
させたりしている。今後も、ヨリドコロの温かさを SNS で発信していきたい。」 
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Q14:「⼀般の⽅の Instagram 投稿はチェックしたり、反応したりしているのかについ
て。」 

A14:「かなりチェックしている。お客さんがお店について載せてくれたものを、リポ
ストして反応することはあるが、今は忙しくてあまり時間をかけられていないのが現
状。 
余裕があれば、公式アカウントで投稿を週⼀回ほど、ストーリーをもっと頻繁にあげ
たい。例えば、営業中、オーダーストップした時にストーリーでお知らせできたらい
いなと…。」 
 
→SNS は Instagram に最も⼒を⼊れられていることがわかった。また、お客様の投稿
を⾃分のアカウントでシェアするリポストを頻繁にやられている。 
 
Q15:「グルメアカウントの存在は意識されているのかについて。」 
 
A15:「あまり意識していないので、全部はチェックしていない。⾮常に多くのフォロ
ワーがいるグルメアカウントの⽅の投稿は⾒る時もあるが、⾃分たちは意識していな
い上、取り上げてもらえるようお願いもしていない。」 
 
→グルメアカウントの⽅の判断でお店が取り上げられており、お店側はグルメアカウ
ントに⼀切関与していないことがわかった。 
 
 
＜バズったその先、今後について＞ 
Q16:「今後の戦略などについて」 

A16:「もちろん新メニューも考えるが、現状維持というか…ばずるためにではなく、
お店の雰囲気や接客といった空間全体を体験してもらうことを今後も⼤事にしていき
たい。 

ヨリドコロは「あったかい株式会社」という会社のお店で、「鎌倉の⽇常を体験す
る」がブランドアイデンティティ。線路が⽬の前にあり、⼣⽅には⼩学⽣が帰ってき
たり、普段意識していないような⽇常を体験できるほっこりする空間がある。この場
所、すごくいいねって思ってもらいたい。 
美味しいものがあるだけでは来てもらえないと思うから、ディズニーのように、あの
空間に⾏きたいからまた⾏こうと思ってもらいたい。⼀流の料理⼈がいるわけではな
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いからこそ、空間づくりとお店をたちあげたときの思いをこれからも⼤事にしていき
たい。実際、それらを⼤事にしてきたから今があると思っている。 
⾃分たちは⼀時的に流⾏るお店にはなりたくないし、すごくいいお店だったら⾃然と
続いていくと思っている。」 
 
→ヨリドコロ が創業時から⼤事にし、貫いている芯の部分が伝わってくるお話であっ
た。 
 
また、創業時からどういうブランドで売り出すかを⾮常に意識されていたというお話
があったため、以下のような質問も追加でさせていただいた。 
 
Q17:「お⼿本にしていたり、尊敬しているブランドやお店について」 

A17:「ブランドとは独⾃性を出していくことが⼤事なので、半年ほどかけてたくさん
の事例を研究した。 
その中でスターバックスやディズニーランドは徹底して世界観を持っているようなブ
ランドをつくっていたので参考にした。」 
 
→お店が作り出す世界観、そこで味わえる体験をとても⼤事にされていることがわか
った。 
 
・インタビューの結果 

 ヨリドコロ の店⻑さんへのインタビューの結果、Instagram で映えることを意識し
てメニューを考案していたわけではなく、⼀⼈⼀⼈のお客さんを⼤事にしながら、店
⻑さん達がお店全体の雰囲気やここでしか味わえない体験を徹底的に考えた結果、バ
ズりに繋がっていたことがわかった。加えて、お店側は Instagram のグルメアカウン
トに何も関与していないということも分かり、Instagram で注⽬を浴びることが、良
くも悪くも、どれだけの影響⼒を持つのかということを改めて実感することができた
⼤変貴重なインタビューであった。 
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3-2.事例②Time and Space ⼆⼦⽟川 

 ・Time and Space ⼆⼦⽟川について 

 続いてバズって間もないカフェへの調査として、私たちは、⽥園都市線⼆⼦⽟川駅
から徒歩 5 分のマンションの⼀⾓にある，「Time and Space Futakotamagawa」(以下
Time and Space と記載させていただく） というお店にご協⼒をいただいた。⼆⼦⽟
川と⾔えば，駅前にショッピングモールが⽴ち並び多くの買い物客で賑わっているイ
メージだが，このお店は駅から少し離れたマンションの 1階という⽐較的落ち着いた
場所にある。Time and Space はわずか約半年前の 2020 年 7⽉頃，こんがり焼けたパ
ンから溢れんばかりのチーズが溶け出た「チーズホットサンド」（写真６参照）が
Instagram 上でバズり，今もなおお店の前には若い⼥性を中⼼としたお客さんの列が
絶えない（写真７参照）。 

(↓左：写真６、右：写真７) 

 

 では実際に、Time and Space は Instagram 上でどれほど注⽬されているのか、「バ
ズっているのか」について⾒てみる。スポット検索で「Time and Space 」と検索をか
けてみたところ，2019年の夏から秋にかけて，Time and Space の位置情報つきで投
稿された頻度は，多い時週に 1 つ，少ないときは⽉に 1 つと少ないものであった。ま
た，投稿内容も投稿者それぞれで，パンケーキやマフィンなどスイーツの写真が多め
だった。⼀⽅，それから⼀年後の 2020 年 10⽉時点の位置情報付き投稿を⾒ると，投
稿数は⼀⽇に 3〜5件，内容はほぼ全員が上記のホットサンドの写真，と投稿頻度が爆
発的に増え，投稿内容も均⼀化したのだ。このことから，この⼀年の間に急速に
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Instagram ユーザーの間で Time and Space の認知度が⾼まり，多くの⼈が⾜を運ん
だ，まさに「バズった」ことが分かる。 

 「バズった」付近のことをより詳しく調査していくと，さらに興味深いことがわか
った。というのも，ある 1 つの Instagram の投稿が「バズり」のきっかけになったの
ではないか，ということだ。その投稿とは，フォロワー7.2万⼈（2021 年 3⽉時点）
の「リンリン」（rinrin99999）というグルメアカウントが 2020 年 7⽉ 30⽇に投稿し
たものだ（写真８参照）。先程のスポット検索でこの投稿の前後を探ってみると，
2020 年 6⽉〜7⽉の 2ヶ⽉間の Time and Space の位置情報付きの投稿は 20件で，そ
のうちホットサンドについての投稿はわずか 1件だった。それに対して，リンリンさ
ん投稿後の 2020 年 8⽉〜9 ⽉の 2ヶ⽉間の投稿数は 32件，そのうちホットサンドの
写真付きの投稿は 18件であった。新型コロナウイルスに伴う 2020 年上半期の外出⾃
粛の影響は少なからずあると思われるが，それにしてもリンリンさんの投稿を境に⼤
きく変化していることが分かる。さらに時系列を進めていくと，2020 年 9 ⽉ 30⽇
に，フォロワー26.7万⼈のグルメアカウントである「ゆうとグルメ」（yuuuuto38）
が Time and Space についての投稿をすると（写真９参照），その後わずか 1ヶ⽉間の
投稿数は 77件，うちホットサンドについての投稿が 72件と，再び⼤きく増加したこ
とがわかった。 

（↑写真８）           （↑写真９） 
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以上のことから，2020 年の夏から秋ごろにバズった Time and Space を，バズって間
もないカフェの代表例として取り上げさせていただくことを決め，インタビューにご
協⼒いただいた。 

 

 ・インタビュー前の想定 

 インタビュー前に私たちが調べた限りでは，Time and Space はバズる前はパンケー
キが⼈気のお店だったようだった。世間的な，そして Instagram 上の流⾏として，ち
ょうど数年前はパンケーキがブームだったこと，そして最近ではチーズグルメがブー
ムになっていることと合わせて，その世間的な流⾏に合わせてメニュー開発を⾏って
いるのではないか，つまり「バズるため」の戦略として新メニュー開発を⾏っている
のではないか，という仮説を⽴てた。そこの真意を探るため，そして「バズった」こ
とについてお店の⽅がどう思われているのかうかがうため，店⻑さんにインタビュー
をさせていただいた。 

 
 ・インタビュー内容 
  
＜創業からバズるまで＞ 
Q1:「お店を始められるまでの経緯について」 
 
A1:「以前から飲⾷系の会社に勤めていて，そこでカフェをやっていた。今のお店は 7
年前に会社でやっていたカフェを個⼈で引き継いだ形。マンションの⼀⾓にあること
もあり，Time and Space という名前の通り，「くつろげる空間」を作りたいという思
いで始めた。 
うちのお店でゆっくりとした時間を過ごしてほしい，例えば勉強してもいいし読書し
てもいいし，第⼆の家みたいな感じで使ってもらえたらと思ってお店をスタートさせ
た。個⼈的にアメリカンな雰囲気が好きで，メニューや⾳楽もそのアメリカンな雰囲
気に合うようにと考えていた。」 
 
Q2:「飲⾷系の会社に勤めようと思ったきっかけについて」 
 
A2:「⼩さい頃両親が共働きで，⼣飯を作ったらお駄賃がもらえるシステムに料理の腕
を鍛えられた。将来の夢はコックさんって書いてたことを今でも覚えている。」 
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Q3:「創業当初の集客について」 
 
A3:「ビラを配ったり，個⼈の Instagram のアカウントで告知をしたり，友達に宣伝す
るなどしていた。効果は最初は全然なかった。でも⽳場のお店として⾜を運んでくれ
る⼈はいた。我慢の時期だと思って頑張った。」 
 
Q4:「メニューの開発について」 
 
A4:「メニューは全てわたし⼀⼈で考案している。アメリカンな雰囲気ということで，
開店当初からパンケーキやホットサンドなどアメリカンなメニューを⽤意していた。
売りは⽇替わりランチで，毎⽇違った種類のパスタプレートやライスプレートを提供
している。 
世の中の流⾏を意識してメニューを開発しているということでは全くなく，むしろ他
の⼈と違うことがしたかった。ホットサンドについても，アメリカでブルーチーズの
ホットサンド屋さんを始めた⼈がいて，当時⽇本でまだホットサンドを出しているお
店が少なかったので提供することにした。アメリカのそのお店はすぐに潰れてしまっ
たので不安はあった。もともと⽇替わりランチが売りで，そちらのメニューを⽇々考
案するので⼿⼀杯で，創業当初から⼤幅なメニュー変更を⾏ったことはない。」 
 
→ホットサンドは「バズる」ための戦略として考案されたものではなく，「⼈と違う
ことをする」ために考案されたメニューであることがわかり，つまりバズったのは偶
然であることがわかった。 
 
Q5:「バズる前のお店について」 
 
A5:「バズる前は駅前のショッピングモールのアパレル店員さんがお昼休憩を取りに来
たり，マンションにお住まいの⽅が来てくれたりすることが多かった。それこそパン
ケーキがブームのときは，若い⾼校⽣ぐらいのお客さんがパンケーキを⾷べに来てく
れることもあったが，基本的な客層としてはアパレル店員の若い⼦や，⼆⼦⽟川の平
均的な客層である 30〜40代の⼥性だった。 
（Instagram のスポット検索によると，バズる以前はワークショップのようなものを
開催していたようだったが，）それについては，来店したお客さんにワークショップ
⽤にお店の場所だけ貸してくれないかと依頼され，受けた形であり，集客のために店
側から働きかけたわけでも，わざわざ宣伝をして⼈を集めるわけでもなかった。同様
に，個展を開催したいという⼈に場所を貸してあげることもあった。最初はお店の
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『アメリカン』な雰囲気に合った個展なら依頼を受けようと考えていたが，常連さん
に依頼されたら断りきれず，徐々に来るもの拒まず，という感じになっていった。」 
 
→常連さんが多い地域密着型のカフェだった。まさに創業当初のコンセプトである
「くつろげる空間」を提供していた。 
 
＜バズりという現象について＞ 
Q6:「バズりの始まりについて」 
 
A6:「2020 年 7⽉後半に『リンリン』さんが Instagram に投稿したあたりから急にお
客さんが増えた。その後『りょうくんグルメ』さん（フォロワー36.7万⼈（2021 年 3
⽉時点）のグルメアカウント）が Instagram に載せたことでさらにブームが⼤きくな
った。その頃から，⾼校⽣や⼤学⽣の若いお客さんが増え始めた。」 
 
→わたしたちの想定通り，「リンリン」さんの投稿がきっかけでバズりが起こったこ
とが分かった。 
 
Q7:「バズったことへの思い」 
 
A7:「正直複雑な気持ち。もともと「くつろげる空間」が欲しかったのに，このバズり
の中では毎⽇⾏列ができて，ホットサンドを作るのに忙しくてそのような空間は作れ
ていない上，常連さんが気軽に来られなくなった申し訳なさもある。それでもこのコ
ロナ禍でお店が流⾏っているというのはありがたいとも思うし，嬉しい気持ちもあ
る。忙しすぎるから⼀回休みたい，けれども下⼿なことをして流⾏りが終わってしま
うのも怖い。」 
 
Q8:「バズった前後の変化について」 
 
A8:「やはりくつろげる空間を作れなくなったというのが⼤きい。これまでは，⾃分も
ホールの⽅に顔を出してお客さんと接することもあったが，厨房を 1 ⼈で担当してい
るので今その余裕がない。もともと売りにしていた⽇替わりメニューに凝る時間もな
くなってしまい，今はひたすらホットサンドを作っている⽇々。」 
 
→板挟み状態にある店⻑さんの率直な気持ちを語ってくださった。まさにバズって間
もない，バズりの渦中にいる状態で，店⻑さん⾃⾝どう受け⽌めるべきか整理がつい
ていない印象を受けた。 
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Q9:「バズりに対する周囲の反応について」 
 
A9:「毎⽇⾏列ができて，特にマンションの⼈は驚いている。その（⾏列）のおかげ
で，マンションの⼈で今まで来たことがない⼈が来てくれたりしているので，そこは
良いことかなと感じている。常連さんもお店が流⾏っていることについて喜んでくれ
ていると思うが，実際のところは残念に思っている⼈もいるのかもしれない。最近⼊
れなくなった，と常連さんに⾔われたことはあるけれど，謝るしかない。」 
 

＜バズったその先，今後について＞ 
Q10:「バズりを継続させるための戦略について」 
 
A10:「下⼿なことをしてバズりを終わらせてしまうのが怖い。明⽇お客さんが並んで
いなかったらどうしよう，と最近は毎⽇怖い。バズりではなくコンスタントにお客さ
んが⼊る状況が理想だけど，そのためにどうしたらいいのかわからない。ブームが終
わって常連さんが戻ってくれればいいけど，それもどう戻すのかが難しい。 
（負担を減らしてお客さんと接する時間を確保するために）キッチン担当のスタッフ
を増やすことも考えないではないが，焼き加減など細かいところは今は⾃分にしかで
きないと思っている。」 
 
→バズりの中，忙しい中でも，店⻑さんがおいしいと納得できるものをお客さんに提
供したいという思いが伝わってきた。 
 
Q11:「今後についての考え」 
 
A11:「今はたくさんの⼈にホットサンドを⾷べてもらいたいと思っている。ここから
飽きさせないように違うメニューを出したりしていきたい。パンケーキも⼈気だがな
んせお店が⼩さくサンドイッチと同時に作るのが困難で，今はランチタイムが終わっ
た 15 時から提供しているので，そういう⼯夫も増やしていけたらなと思っている。 
あとはこのまま順調に⾏けたらもう⼀店舗出そうかな，とも思っている。」 
 
＜SNS との関わりについて＞ 
Q12:「お店の公式 Instagram アカウントについて」 
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A12:「複数のグルメアカウントの投稿に，当店が予約可である旨が記載されており，
予約の電話がかかってくることが多かったので,その誤情報訂正のために，最近開設し
た。あくまで，予約不可であることや新メニューの告知など情報提供⽤で，⾃分はあ
まり関わっておらずバイトの⼦たちが運営してくれている。」 
 
Q13:「Instagram について思うこと」 
 
A13:「正直 Instagram はあまり好きではない。⾃分は写真が好きだから，⾃分の料理
をきれいに撮ってくれるのは嬉しいけど，時間をかけて写真を撮ってしまうとせっか
くのチーズが固まってしまうから少し嫌な気持ちになる。おいしいものをおいしいま
ま⾷べてほしいから。」 
 
→ここでも，おいしいものをおいしくお客さんに⾷べてほしいという店⻑さんの思い
が伝わってきた。 
 

 ・インタビューの結果 
 Time and Space の店⻑さんへのインタビューの結果，「バズるためにメニューを考
案しているのではないか」という当初の私たちの仮説は覆され，店⻑さんが追求して
いたお店の雰囲気やコンセプトに合わせてメニューは開発されていることが分かっ
た。同時に，こちらは想定通り，Instagram 上のグルメアカウントの存在がバズりを
⽣んでいたことも分かった。加えて，バズったことに対する店⻑さん⾃⾝の率直なお
気持ちまでうかがうことができ，⼤変有意義なインタビューとなった。 
 さらに調査を進めるべく，私たちは続いて，このバズりのきっかけを作った「グル
メアカウント」に着⽬した。グルメアカウントを運営している⽅々が，今回なぜ Time 
and Space に注⽬して投稿しようと思ったのかを尋ねるために，Instagram から Time 
and Space を取り上げた複数のグルメアカウントにダイレクトメッセージを送ってみ
た。 
 
 ・グルメアカウントの運営の⽅への調査 
 今回，バズりのきっかけになった「リンリン」さん含め 5 ⼈のグルメアカウントに
ダイレクトメッセージを送った。その結果，残念ながら「リンリン」さんからお返事
をいただくことは叶わなかったが，「ウルフ」さん（wolf.0313）（2021 年 3⽉時点
のフォロワー16.8万⼈），「LOVE INDIA」さん（love_india7）（2021 年 3⽉時点
のフォロワー7.3万⼈）のお⼆⼈からお返事をいただいた。 
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Q:「Time and Space を知ったきっかけ，投稿しようと思った理由について」 
 
ウルフさん:「お店を知ったきっかけはリンリンさんというアカウントの投稿がおすす
めに出てきたことだった。⾃分がチーズが好きなのと，フォロワーさんもチーズが好
きなので紹介した。」 
 
LOVE INDIAさん:「知ったきっかけはフォロワーさんが何度も⾏っており，おすす
めされたことだった。家からも近く⾒た⽬もとても美味しそうなホットサンドだった
ので利⽤した。」 
 
→お店の⽅から働きかけがあって投稿する，というようなことはないことが分かっ
た。グルメアカウントの運営者同⼠や，フォロワーさんから影響を受けて，投稿する
ことが多いようで，投稿が広がっていく，バズりにつながっていく動きの⽚鱗を⾒る
ことが出来た。 
 

 3-3.インタビューまとめ 

 以上、ヨリドコロと Time and Spaceへのインタビューから、「飲⾷店はバズりを狙
ってメニューを開発しているのではないか」という私たちの仮説は覆される結果とな
った。実際は店⻑さんたちが理想とするお店の雰囲気を追求し、それを元にメニュー
を考案した結果バズったということ、つまり、バズりの鍵は「Instagram ありきのメ
ニュー」ではなく「理想の空間ありきのメニュー」であることがわかった。 

 

4.調査 2:アンケート調査 

 これまでは飲⾷店側の⽅々のお話だったが、ここからは私たち世代の消費者⽬線
で、どのように飲⾷店を探し、選んで、⾜を運んでいるのかということを知るための
アンケート調査結果である。LINE と Instagram を通して同年代の知り合いに声をか
け、69 名の⽅から回答をいただいた。 

・アンケート結果 

Q1: 新たに飲⾷店を探す際の情報源を教えてください。（複数選択可） 
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ここで最も多くの⼈が選択している「⾷べログやぐるなびなどのグルメサイト」に関
して、ここでのグルメサイトとは google などの web検索で出てくる⾷べログやぐるな
びなどのウェブサイト（もしくはアプリ）のことであり、先ほどあげたグルメアカウ
ントとは別である。グルメアカウントに関しては Instagram に含まれる。 
 １位がグルメサイト、同率２位が Instagram と知⼈のお勧めという結果となった。
昨年からの調査で、Instagram をどのように使うかについては調査済みであったが、
他のツールや SNS と⽐較しても、Instagram を思い出の記録としてではなく検索機能
として使っている⼈の多さが数字でしっかり出た結果となった。 
 
Q2: 何らかの形である飲⾷店を知り、そのお店について調べるとき何を使います
か。 （複数選択可） 
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 Q1 であげたような情報源からある飲⾷店を知った後、さらにそのお店について詳し
く知るためのツールを聞いたところ、Q1 と同じく１位はグルメサイト、２位が飲⾷店
の公式ホームページ、３位が Instagram という結果となった。 
 
Q1 とQ2 の考察 
 
 ２つの質問において、複数の選択肢を選んだ回答者が多く、選んだ選択肢の数は以
下のグラフのようになった。情報源を１つしか使わないと答えた⼈はQ1 で 7/68 ⼈、
Q2 で 9/68 ⼈である。 
 
        [Q1]                   [Q2]    

 
 

→つまり、飲⾷店を探す際、多くの⼈が情報源ごとの情報の内容や質の違いを把握し
使い分け、多⾓的に飲⾷店の情報を得ていると考えられる。 

 ここからは、消費者がどの情報源からどのような情報を得ているのかについての質
問である。 

Q3:⾷べログやぐるなびなどのグルメサイトで飲⾷店を検索するとき，最も得る情報
を３つまで選んでください。 
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 メニューと価格がツートップという結果になった。グルメサイトでチェックするの
は最新で正確な定量的な情報と考えられる。 

Q4:Instagram で飲⾷店を検索するとき，最も得る情報を３つまで選んでください。 

 

 １位が料理の写真、２位が店内の雰囲気(客層など)、３位が内観/外観という結果に
なった。Instagram では写真、つまり視覚的な情報をチェックする⼈が⼤半というこ
とがわかった。 
 
Q5:Twitter で飲⾷店を検索するとき，最も得る情報を３つまで選んでください。 
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 Twitter は情報収集に使わない⼈が最多という結果になった。Q1「新たに飲⾷店を
探す際の情報源を教えてください（複数選択可）」ではある程度 Twitter を選択した
⼈も⾒られたので、Twitter はお店を知る要因にはなり得るが、⾃分から検索してそこ
からさらに何か情報を得る場ではないと考えられる。 

 

Q6:飲⾷店の公式HPで飲⾷店を検索するとき，最も得る情報を３つまで選んでくだ
さい。 
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 １位がメニュー、２位が価格、３位がアクセスという結果となった。お店が⾃⾝で
発信している情報が得られるということから、最も正確な情報を得られるという点で
消費者は公式HPを活⽤していると考えられる。 

 

Q7:飲⾷店の SNS公式アカウントで飲⾷店を検索するとき，最も得る情報を３つまで
選んでください。

 

 飲⾷店の SNS公式アカウントは使わない⼈が半数以上で最多という結果となった。
Q1 とQ2 を⾒ても、飲⾷店の SNS公式アカウントを選択した⼈はQ1 で 11 ⼈
(16.2%) 、 Q2 では 21 ⼈(30.9%)という結果が⾒られ、他の情報源に⽐べて少ない傾
向にある。私たちは当初、テーマである「飲⾷店のバズりをどう起こすか」を考えた
とき、SNS の公式アカウントを飲⾷店側がうまく活⽤していけば良いのではないかと
仮説を⽴てていたが、お店を認知し知っていく段階では SNS の公式アカウントを⾒る
⼈は少ないという結果になったため、公式アカウントは継続してお客さんを引きつけ
る要因にはなりうるが、最初の来店のきっかけにはならないのではないかと考えられ
る。 

Q3〜Q7 の考察 

 Q3 からQ7 までの質問において、個別に回答を⾒ても、「⾷べログでは◯◯を⾒
て、Instagram では△△を⾒る」というように回答が被っていない⼈が多い。Q1 と
Q2 の考察で先に述べたように、消費者はやはり情報源を使い分けていることがわかっ
た。 
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 これまでの調査結果から、消費者は飲⾷店について多⾓的に調べることがわかった
が、それは良い情報も悪い情報も正確に知りたがっているということだと考えられ
る。しかし、Instagram は写真情報がメインで、思い出の記録としての役割も⼤きい
ことから、悪い情報は載せない傾向があるのではないかという仮説が考えられた。加
えて、Time and Space にインタビューをさせて頂いた際、「バズったためにくつろげ
る空間をつくれなくなった、また誹謗中傷が怖いのでインスタはあまり⾒ていない」
といった板挟み状態の店⻑さんの素直な気持ちを語ってくださった。⾃分たちの実感
値としては Instagram にネガティブな要素はあまり載せないのではないかと考えた⼀
⽅で、誹謗中傷が怖いという店⻑さんのコメントがあったため、以下の質問をするに
⾄った。 

Q8:ある飲⾷店に対して，よくない印象（接客が悪い，料理が美味しくないなど）を
抱いて それを何かしらの形で発信するとしたら，以下のどれを使いますか。 

 

 １位が誰かに話す(48 ⼈ 70.6%)、２位が⾷べログやぐるなびなどの⼝コミ欄に投稿
(8 ⼈ 11.8%)、３位が Twitter に投稿  (5 ⼈ 7.4%)、４位が Instagram のストーリーに
載せる( 4 ⼈ 5.9%)、５位が Instagram の投稿に載せる( 1 ⼈ 1.5%) という結果が得ら
れた。仮説通り、私たち世代の消費者は Instagram に負の要素を載せる⼈は少ないと
考えられる。  

 では、グルメアカウントの⽅は⾏ったお店の味がいまいちだったり、接客がよくな
かったなどで投稿をやめることやネガティブなコメントを載せることがあるのだろう
か。3-2.事例②Time and Space ⼆⼦⽟川でインタビューさせて頂いた LOVE INDIA
さん、ウルフさんに質問させて頂いた。 



 29 

Q8:⾏ったお店の味がいまいちだったり、接客がよくなかったなどで投稿をやめるこ
とはあるかについて。あまり良くない印象を抱いたとき、それも含めて投稿するの
か、それについては触れずに投稿するのか。 

LOVE INDIAさん：「投稿をやめることはかなりある。味が残念な場合、投稿しない
ことがほとんどで、お店にあまり良い印象がない場合も同様。お店の対応などに納得
がいかなかった時には、キャプション（画像の下に載せる⽂章のこと）内に書くので
はなく、直接お店の⽅に伝えるようにしている。」 

ウルフさん：「私のアカウントはあくまで正直⾷レポで売っている。そのためいまい
ちだったり接客が良くない場合はそれも含めてしっかり発信する。なぜなら私が若者
のマーケティングに関わる仕事で SNS の運⽤をしている中で、若い⼦が『失敗したく
ない』という気持ちから Instagram を駆使して情報を集めているということを知った
ため。グルメは単純にご飯を⾷べるだけではなく恋⼈や友⼈と共にする『⾷体験』と
いう点で⼤切な⼈と楽しい時間を共有する機会なので、私のアカウントを通して失敗
をしないようにという想いを込めて運⽤をしている。」 

 お⼆⼈からは対照的な回答が得られた。ウルフさんが正直⾷レポで他のグルメアカ
ウントと差別化され⼈気を博しているというのは、現状では LOVE INDIA さんの
ように、負の要素は書かないグルメアカウントが多いと考えられる。しかし私
たち世代の消費者の⽬線では、本当の情報を知りたい⼈は多いことから、ウル
フさんのようなアカウントが今後増えていくのではないかと考えられる。 

 
 
 

5.調査のまとめ 

以上の調査より、以下のことがわかった。 

・「Instagram ありきのメニュー」ではない 

私たちは当初、Instagram を意識してメニューを考案しないとバズりにはつながらな
い、Instagram ありきのメニューであると考えていたが、調査の結果，どちらの飲⾷
店も⾃分たちの⽬指す理想の雰囲気に合わせてメニューを考案し、やりたいことを追
求した結果、そこから良さが滲み出てお客さんが集まっていたということがわかっ
た。 
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・「バズったその先」も気をつけて考える必要がある 

アンケートから、消費者は様々な情報源を使ってお店について調べていることがわか
った。そのため、Instagram がきっかけでバズったとしても、お店の芯がしっかりし
ていないと（接客が雑になるなど）多⾓的に調べられてしまうから、続かなくなって
しまうと考えられる。 

 
・グルメアカウントの⼈に飲⾷店側が働きかけているわけではない 
 
バズりたいのであれば，いかに⾃然とグルメアカウントの⽅に注⽬してもらえるか、
彼らを引き寄せられるかが鍵になると考えられる。 
 
・テーマ「飲⾷店のバズはどう⽣まれるのか」について 

 
今回調査した２店舗は、Instagram でバズることを狙ったのではなく、店⻑の⽅た

ちが⽬指した理想のお店像の中に、Instagram と親和性の⾼い要素が多くあり（写真
映えのする内装やメニューなど）、結果 Instagram で注⽬されてバズったという事実
がわかった。しかし飲⾷店の中には、今回調査したお店とは異なり Instagram でバズ
るような要素を持ち合わせていないものもあり、今回の結果をそのようなお店に適⽤
するのは難しく、調査の余地が残る結果となった。 

 

6.調査を踏まえて感じたこと 

飲⾷店を始め、続けていく中で、最も⼤切なのは⾃分たちの理想の雰囲気、芯の追
求であり、軸を持ち続けることである。3-1.事例①でインタビューさせて頂いたヨリ
ドコロ は、ここを⼤切にしているからこそ３年、４年と⼈気を保っているのではない
かと感じた。⼀⽅で、確かに⾃分たちがやりたいことをやってそこから良さが滲み出
て、お客さんが集まってくるというのが⼀番の理想ではあるが、これからバズりた
い、⼈気店になりたいと考える飲⾷店は Instagram を意識することも⼤事なのではな
いかと考えられる。今回の調査の結果から、Instagram を飲⾷店検索の情報源にして
いる⼈が多いことは事実である。そこで、誰かに注⽬されて載せられたときの絵がよ
くなるようなメニューや内観を考えることも有効な戦略の⼀つではないかと考えた。 

バズったその先、バズりにどう対峙するかに関しては、お客さんに本当に喜んでも
らうためには、⼀⼈⼀⼈のお客さんに対する時間を確保し，⼀⼈⼀⼈に丁寧に接し続
けることが⼤切であると考える。無限にお客さんを受け⼊れるのではなく，例えば整
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理券を配り 1⽇に来店できる⼈数を制限するなど⼯夫が必要になってくるだろう。バ
ズったからと⾏って、お客さんが「⼈気店に”⾏った”という事実だけに満⾜する体
験」で終わるようなお店ではなく、「⾏ってそこの空気感、⼈、雰囲気、空間を味わ
う，そこで時間を過ごすという体験」をしてもらうことを⼤切にするお店は、1 ⼈ 1
⼈のお客さんにとって「⾏ってよかった、また⾏きたい」と思われるお店になると感
じた。 

この研究で「バズること」について、そもそもバズること⾃体良くないのではない
かという考え⽅も含めずっと考えてきたが、今バズりについて思うことは、集客する
うえで確かに必要なことだが、バズったあとどう対峙するか、お客さんが増えてから
どう今までの理想を追求するかまで考えるべきだということである。バズりすぎた結
果，お客さんがお店の⾷事や雰囲気を味わいに来るのではなく、体験価値だけを求め
に来るようになってしまうのはよくない。加えて、飲⾷店の⽅にお話を聞く中で、バ
ズったという実感はおそらく私たち側の問題であり、お店の⽅は毎⽇お店にいて、
⽇々お客様が少しずつ増えていくという感覚を持っていることがわかった。そのた
め、バズることは、意図的に狙うべきものでも、避けるべきものでもない。⼤切なの
は、⾃分たちの理想の雰囲気、芯の追求であり、軸を持ち続けることであると私たち
は考える。 

 
7:調査の課題 
 
 今回の研究では、飲⾷店に焦点を当てたことで、昨年の研究から⼀歩進んだ調査をす
ることができた。だが、5章でも⾔及したように、2 店舗のお話から飲⾷店全体のバズ
りについて、結論の⼀般化を試みてしまった点、また、全てのお店はバズることを求め
ているかのような前提に⽴ってしまった点が課題として残った。さらに、今回は、まさ
にバズりの渦中にあるお店にフォーカスをしたが、例えばタピオカ専⾨店のように、現
在はバズりが終わってしまった飲⾷店はどうしているのかなど、バズり現象が起きた後
の時間軸について議論ができなかった。だが、飲⾷店のバズりについて⾔及する上で、
事後の視点も必要不可⽋だったと感じる。さらに正確な分析を⾏うためには、上記のよ
うな課題を踏まえることが必要であり、それにより更なる興味深い結果が得られるので
はないかと考える。  
 


