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卒業論文要旨 
 

近年、SNS をプロモーションやブランディングに利用する企業や店舗が増加している。

特に画像や動画などでコンセプトや商品の情報などを視覚的に訴えかけることのでき、

2010 年のリリースから短期間で急成長を遂げた Instagtam（以下、インスタグラム）の

マーケティング利用に大きな期待が集まっている。 

 本論文は、マーケティングの観点からインスタグラム利用の発展性を考え、明確な発信

源が不明のまま人々に共感され、コピーされて情報が広まっていくシミュラークル型拡散

に注目した。シミュラークル型拡散を中心とした、インスタグラムを通じた消費者活動の

過程を明らかにすることを目的としている。 

 そのために、第一に浜松市内の大学に通う大学生を対象として、飲食店選択をする際の

インスタグラムの利用についてアンケート調査を実施した。次に、既にインスタグラムに

おいて店舗および商品について多く投稿がなされている浜松市内のカフェ 5 店舗に関する

インスタグラム投稿の観察を行い、各店舗における投稿の特徴および共通点を調べた。 

 これらの調査により、インスタグラム内で店舗および商品について多く投稿がなされて

いるカフェには、それぞれ店舗のコンセプト、および（店舗側のオススメ度合いとは別

に）来訪者の間で話題となる、その店舗ならではの商品や雰囲気があるという共通点を見

出した。また、一般投稿者のインスタグラム投稿を促すためには、店舗側は顧客の関心･

ニーズをいち早く理解し、その点についてメニュー内容の検討や発信活動の強化を行うこ

とが有効であるとの推論を得た。 
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第 1 章 序論 

 

1.1 研究の背景と目的 

1.1.1 研究の背景 

 近年、インターネットを通じて人と人が交流を行うことのできる SNS（ソーシャルネッ

トワークサービス）をマーケティングやブランディングのために利用する企業や店舗が増

加している。中でも、20 代を中心とした比較的若い年代の女性にユーザが偏っており、画

像や動画などでコンセプトや商品の情報などを視覚的に訴えかけることのできる

Instagtam（以下、インスタグラム）は、このサービス自体の急成長もあり、マーケティン

グ利用の観点からその効果が大いに期待されている。 

 SNS をマーケティングに利用する企業が増加した背景には、SNS の急速な発展により、

これまで提唱されていたモノが売れる仕組み、人々へと情報が広がる仕組みにも変化が生

じたことが挙げられる。2017 年の流行語大賞にもなった「インスタ映え」や「バズる」な

どの新しい用語の誕生にも見られるように、現代では SNS が発端となって急激に人々に認

知され、突発的な購買行動につながるというケースが多く見られるようになった。しかし、

現在このような現象は偶発的に生じており、明確な条件が未だわからない状態である。その

ため、生産供給が需要に追いつかず、購買のチャンスを逃してしまっている例も度々見られ

る。インスタグラムユーザのインサイト、そしてインスタグラム投稿が閲覧者に及ぼす影響

を理解し、このような現象を生じさせるための鍵を探ることは、中小企業や新規参入ブラン

ドが、広告費では勝つことのできない大手企業などと勝負をしていくための大きな武器と

なり得るだろう。 

 

1.1.2 研究の目的 

 本研究の目的は、マーケティングの観点からインスタグラム利用の発展性を考え、シミュ

ラークル型拡散を生むための手がかりを探ることである。シミュラークル型拡散の源とな

りうる、「インスタグラムを通じて閲覧者が企業や店舗に興味を持ち、閲覧者の店舗への来

訪・消費行動する、そして来店後にその経験を自身のインスタグラムへ投稿する」という一

連のユーザ行動を促すことを狙いとしている。 

本研究では、調査対象を浜松市内のカフェ 5 店舗と、浜松市内の大学に通う大学生男女

に絞ることとする。アンケートを用いて浜松市内の大学に通う大学生男女のインスタグラ

ム利用に対する意識を調査するとともに、各店舗についてのインスタグラム投稿および店

舗アカウントによる投稿を調査することにより、それぞれの特性と共通点を探り、シミュラ

ークル型拡散の源となる自主的・能動的な投稿を生じさせるためのポイントを提案する。 

 

 



8 

 

1.2 論文の構成 

本論文は全 6 章から構成される。 

第 1 章では、序論として本研究を行うにあたっての背景と目的を述べた。 

第 2 章では、本研究の前提となるインスタグラムマーケティングについて述ベる。イ

ンスタグラムおよびそのマーケティングへの利用について概要を説明した後、日本企業

におけるインスタグラムの利用状況と実際の活用事例を示す。 

第 3 章では、SNS の発展により誕生した“シミュラークル型”情報伝達モデルにつ

いて、従来の“マス型”、“インフルエンサー型”との違いおよびその遷移について述べ、

インスタグラムに着目した場合のシミュラークル発生過程について推定する。 

第 4 章では、浜松市内の大学生とインスタグラムの関わりを検証する。特にインスタ

グラムを用いた検索行動について、他者の投稿から受ける影響について、自身による発信に

ついての 3 点に着目してアンケートの分析を行い、インスタグラム利用に対する意識を明

らかにする。 

第 5 章では、浜松市内のカフェ 5 店舗を取り上げ、各店舗とインスタグラムの関わり

を観察する。店舗アカウントによる投稿とハッシュタグを用いてその店舗の検索を行っ

た際に表示される投稿の特徴を探ることで、各店舗の共通点およびインスタグラムユー

ザの自主的投稿を促すためのポイントを探る。 

第 6 章では、本研究をまとめた結論と今後の課題について述べる。 
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第 2 章 インスタグラムマーケティングの現状 
 

2.1 インスタグラムの概要 

インスタグラムとは、2010 年 10 月 6 日に AppStore にてリリースされた写真共有アプ

リケーションであり、インターネットを通じて人と人が交流を行うことのできる SNS（ソ

ーシャルネットワークサービス）の 1 種である。現在日本では Facebook、Twitter、LINE、

Instagram の４種類が SNS の中で特に多く利用されているが、このうちインスタグラムの

一番の特徴は、画像または動画が投稿・閲覧のメインコンテンツとなるビジュアル重視型の

SNS であることが挙げられる。これらの SNS について、特徴をまとめたものを表 2.1 に示

す。インスタグラムはおしゃれな写真を投稿する SNS という共通認識が広まっており、利

用者は 20 代を中心に女性の比率が高くなっている。また、インスタグラムではハッシュタ

グ（#（ハッシュマーク）の後に特定のキーワードを付与することで生成されるタグ。）をた

どって他者の投稿を見るという独自の文化が存在する。一つの投稿に対して複数のハッシ

ュタグが付けられることが多く、そこで生じたコミュニケーションにより、感性の似通った

他者とつながることができる。 

 

表 2.1  Facebook、Twitter、LINE、Instagram の特徴と利用者数 

SNS 名称 特徴 利用者数（国内 MAU）※1 

Facebook ・基本的に実名での登録が必要 

・友人や仕事関係の人など、知り合いとつながることが多い。 

2800 万人 

（2017 年 9 月） 

Twitter ・匿名での投稿。 

・テキストが投稿のメイン。テキスト+写真（動画）の投稿も可。 

・テキストは 140 字以内 

・リツイート機能による拡散力が高い。 

4500 万人 

（2017 年 10 月） 

LINE ・実名での利用が多い。 

・主に知り合いとの連絡ツールとして用いられる。 

7600 万人以上 

（2018 年 6 月※2） 

Instagram ・匿名での投稿。 

・写真（動画）が投稿のメイン。文章は無い場合も多い。 

・ハッシュタグをたどることで他者とのコミュニケーションが生じる。 

・他者の投稿をシェアする機能がない。 

・2016 年 8 月よりストーリー機能の提供開始。 

2900 万人 

（2018 年 11 月） 

※1 Social Media Lab（株式会社ガイアックス）、「【無料で簡単 DL】2018 年 11 月更新！ 11 のソーシャルメディア最新動向データまとめ」（参照元：

https://gaiax-socialmedialab.jp/post-30833/）のデータを基に作成 〔1〕 

※2 LINE、「LINE アカウント 2018 年 12-2019 年 3 月期 媒体資料」のデータを参照 〔2〕 
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インスタグラムの基本的な機能について説明する。図 2.1 は、スマートフォンで

Instagram のアプリを開いた際に表示される画面、図 2.2 は、図 2.1 の画面にて②のアイコ

ンを押すと表示される画面である。表 2.2 に、インスタグラムの基本的な機能をまとめる。

インスタグラムではフォローしている人以外の投稿は自分の閲覧ページ（フィード）に流れ

てこないため、それ以外のアカウントから情報を得るためには、表 2.2 の⑧検索窓を使って

自分から探したい情報を検索する必要がある。このため、リツイート機能のある Twitter な

ど他の SNS と比較して、インスタグラムは拡散力の低いと言われることもあるようだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.1 インスタグラムのホーム画面            図 2.2 「②発見」のページ 

 

表 2.2 インスタグラムの基本的な機能 

名称 機能 

①ホーム（フィード） ・フォローしているアカウントの投稿を閲覧できる。 

②発見 ・人気を集めている写真やおすすめの写真･動画が閲覧できる。 

③投稿 ・自身の投稿を行うことができる。 

・写真・動画の撮影や、フィルターなどの編集をすることが可能。 

④お知らせ ・自身のアカウントおよびフォローしているアカウントの 

アクティビティが確認できる。 

⑤プロフィール ・自身のアカウントのプロフィール画面・過去投稿を確認できる。 
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⑥ストーリーズ ・自分の Instagram ストーリーズを投稿できる。 

・写真・動画の撮影や、フィルターなどの編集をすることが可能。 

⑦他の人のストーリー※3 を見る ・フォローしているアカウントのストーリーを閲覧できる。 

⑧検索窓 ハッシュタグ、アカウント名で投稿やアカウントを検索できる。 

※3 ストーリーとは、24 時間限定でフォロワーに表示され、その後消えて見ることができなくなる投稿のこと。 

 

2.2 インスタグラムを用いたビジュアル先行型マーケティングの台頭 

 SNS 利用者の増加によって、企業などが自社の商品やブランドの認知向上、販売促進の

ために SNS を利用する SNS マーケティングが多くの企業によって導入されている。中で

もインスタグラムは、魅力的な写真を発信することで、一瞬で店舗や商品の世界観や魅力を

ストレートに閲覧者に届けることのできるツールとして注目されている。インスタグラム

マーケティングが注目される理由は、その伸び率にもある。インスタグラムはリリースから

3 ヶ月でユーザ数が 100 万人に達し、2018 年 9 月時点では国内の月間アクティブアカウン

ト数が 2900 万を突破したこと、また昨年 10 月に発表した 2000 万アカウントから約 1 年

で、国内の Instagramコミュニティが145%増したことが facebook社によって発表された。

図 2.3 に、国内におけるインスタグラム月間アクティブユーザー数の推移を示す。2010 年

のリリースから着々とユーザを増やし、また 2015 年 5 月および 2017 年 11 月頃にユーザ

数が急激に増加していることがわかる。このことから、インスタグラムは近年で最もユーザ

数の伸びが大きく急成長した SNS といわれている。 

 

図 2.3 国内におけるインスタグラム月間アクティブユーザー数（推定値） 

Insta Lab（株式会社 Find Model）、「【最新 Excel データ配布中】主要 SNS のユーザー数と利用企業数の比較(Facebook, Twitter, Instagram, LINE)」 

（参照元：https://find-model.jp/insta-lab/sns-users/）のデータを基に作成 〔3〕 
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図 2.4 に、インスタグラムユーザの男女構成比・年代別構成比を示す。性別では女性、年代で

は 20 代～40 代の利用者が多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.4 インスタグラムユーザの男女構成比・年代別構成比（2017 年 5 月時点） 
App Ape Lab.（フラー株式会社）、「人気 SNS+Youtube、Amazon、大規模プラットフォームアプリの男女年代比を比較してみた」 

（参照元：https://lab.appa.pe/2017-06/sns-demo-2017.html）のデータを基に作成 〔4〕 

 

また図 2.5、図 2.6 に示したインスタグラムの企業アカウントに対する調査では、20 代

~40 代女性の 80%以上がインスタグラムの企業アカウントをフォローしており、かつイン

スタグラムの企業アカウントをフォローしている 20 代～30 代女性の約 80%が、企業アカ

ウントの投稿をきっかけに購入に至った経験があるようだ。このゾーンに該当するユーザ

に対する訴求方法として、インスタグラムは何らかの効果があると言えそうである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.5 インスタグラムでフォローしている企業アカウントの数 
株式会社サイバー･バズ、「Instagram の企業アカウントに関するユーザーの意識調査を実施◆企業アカウントをフォローしている 20 代～30 代女

性の約 80％が、 投稿内容がきっかけで購入した経験あり◆購入意欲やブランドイメージの向上に効果的」 

（参照元：https://www.cyberbuzz.co.jp/2017/07/instagram203080.html）のデータを基に作成 〔5〕 
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図 2.6 フォローしている企業・ブランドの投稿をきっかけに商品・サービスを購入した経験 
株式会社サイバー･バズ、「Instagram の企業アカウントに関するユーザーの意識調査を実施◆企業アカウントをフォローしている 20 代～30 代女

性の約 80％が、 投稿内容がきっかけで購入した経験あり◆購入意欲やブランドイメージの向上に効果的」 

（参照元：https://www.cyberbuzz.co.jp/2017/07/instagram203080.html）のデータを基に作成 〔5〕 

 

 

2.3 日本企業におけるインスタグラムのマーケティング活用 

2.3.1 日本企業におけるインスタグラムの利用状況 

ビッグデータ分析ベンチャーの株式会社ユーザーローカルによると、2016 年 1 月 22 日

時点でインスタグラムアカウントを開設している日本企業は 1 万社を突破し（図 2.7）、法

人ではないがビジネス利用しているインスタグラムの個人アカウントを含めると 2 万 5000

アカウント以上が存在した。また、Digital Dashboard による「企業 Instagram ランキン

グ」（2019 年 1 月 13 日～1 月 19 日の 7 日間）のデータをもとに、国内企業のエンゲージ

メント数上位 15 アカウントについて表 2.3 にまとめる。表 2.3 における「エンゲージメン

ト数」とは、そのアカウントの投稿に対する「いいね！」の数とコメント数を足したもので

ある。インスタグラムにおけるエンゲージメントとは、投稿に対するフォロワーの反応のこ

とを示し、これは企業がユーザとのつながりの度合いを計るための重要な指標である。エン

ゲージメントの高さがそのブランドへの好感度の高さにつながると考えられており、ただ

フォロワーの数を増やすだけではなく、いかに結びつきの強いファンをフォロワーとして

多く持てるかが、最近の企業の課題であるようだ。 
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図 2.7 国内企業のインスタグラムアカウント開設企業数の推移 
株式会社ユーザーローカル、「Instagram の国内企業アカウント開設が 1 万社を突破！企業のインスタ活用進む。ユーザーローカルが調査」 

（参照元：http://www.userlocal.jp/news/201601221/）のデータを基に作成 〔6〕 

 

 

表 2.3 2019 年 1 月 13 日～1 月 19 日の 7 日間における国内企業アカウントの 

エンゲージメント数ランキング（上位 10 アカウント） 

順位 企業名 ジャンル 投稿数 エンゲージメント数 

1 東京ディズニーリゾート エンターテイメント 1 122385 

2 ローソン コンビニ 11 105664 

3 MUJI 無印良品 ライフスタイル 13 86734 

4 WEGO ファッション 13 52758 

5 UNIQLO ファッション 5 34350 

6 GU（ジーユー） ファッション 6 24316 

7 Afternoon Tea ライフスタイル 5 23528 

8 JEANASIS ファッション 14 21629 

9 G-SHOCK OFFICIAL ライフスタイル 5 18002 

10 teamLab エンターテイメント 3 17123 

Digital Dashboard、「企業 Instagram エンゲージメント数ランキング 7 日間 ( 2019 年 01 月 13 日-01 月 19 日)」、 

（参照元：https://digital-dashboard.work/instagram_ranking_egmt.html）のデータを基に作成 〔7〕 
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2.3.2 企業のインスタグラムアカウントにおけるフォロワー急増の事例 

表 2.3 における 15 企業のうち UNIQLO を取り上げ、UNIQLO が運営するアカウントの

一つ、「@uniqlo_ginza」（ユニクロ銀座店独自のアカウント）について紹介する。このアカ

ウントの人気ぶりは株式会社ベーシックが運営する Web マーケティングメディア ferret 内

の記事「フォロワー数 10 倍！「ユニクロ銀座」インスタグラムアカウントの人気が急上昇。

その要因を調べてみた」（https://ferret-plus.com/1904）にも取り上げられている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.8 「@uniqlo_ginza」のホーム画面例        図 2.9 「@uniqlo_ginza」の投稿例（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2.10 「@uniqlo_ginza」のフォロワー推移（推定値） 

ferret（株式会社ベーシック）、「フォロワー数 10 倍！「ユニクロ銀座」インスタグラムアカウントの人気が急上昇。その要因を調べてみた」 

（参照元：https://ferret-plus.com/1904）のデータを基に作成 〔8〕 

 

https://ferret-plus.com/1904
https://ferret-plus.com/1904）のデータを基に作成
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記事によると、ユニクロ銀座店のアカウントは 2015 年 2 月末から 3 月にかけて、1 日平

均で 1000 名のフォロワーを獲得するほどの伸びを見せ、急激にファンを増やした。ユニク

ロ銀座店のアカウントのフォロワー推移を示したものが、図 2.10 である（株式会社ベーシ

ック調べ）。その要因について、一般ユーザーのコーディネートを紹介することによって生

じるユーザーとの「コミュニケーション」、ユニクロ銀座店と一般のユニクロ店とのイメー

ジを明確に区別させるよう訴求した「ブランディング戦略」、ポテンシャルを持った商品を

掘り出し、新たな価値を見出した「キュレーション力」の 3 つが挙げられている。 

フォロワー数が急増する以前と以後の記事について投稿内容を見ると、スタッフによる

店舗風景や新商品についての投稿が多いのに対し、2 月末頃からは一般ユーザやモデル・ス

タイリスト・インフルエンサーなどのユニクロアイテムを取り入れたコーディネートを紹

介する投稿が増えている。またその際投稿には『皆さんの着こなしなど#uniqloginza をつ

けて UP お願いします。#uniqlo だとたくさんあるので…みなさんの素敵なコーデが見つ

かりません。このページで紹介させてください』との記載があり、「#uniqloginza＝おしゃ

れなコーディネートが集まるハッシュ タグ 」というイメージを形成するとともに、もしか

したら自分の投稿も紹介されるかもしれない、または自分も紹介されたい、という期待感を

上手く刺激し、ブランドに対する親近感も持たせているようだ。また、ユニクロ銀座店の ア

カウント のフォロワー数増加を促進した要因としては、1 枚 500 円(税別)で購入できる「パ

ック T（正式名称はドライクルーネック・V ネック T シャツ）」の登場が大きく関わってい

るという。4 月 15 日にもともとは男性向け商品トして発売された「パック T」が女性のコ

ーディネートにも取り入れられると紹介されて以降、その汎用性の高さ、安価さをきっかけ

に人気となり、複数の女性向けキュレーションメディアにも取り上げられたことでブーム

がおき、一気に拡散が広まったようだ。男性が肌着に使うような商品に、女性向けのおしゃ

れなアイテムとしての価値を見出したユニクロ銀座店 アカウント のキュレーション力の

高さが、アカウントが短期間で人気を獲得できた要因の一つだと記事は述べている。 

 

 このように、インスタグラムの写真を中心とした投稿スタイルや、気軽なコミュニケーシ

ョンが生まれやすい SNS としての特性に焦点を当ててインスタグラム活用戦略を練ること、

またユーザの潜在的欲求に応えうる店舗や商品の潜在的な価値・魅力を発掘し、それを発信

していくことが、ブランディングや認知拡大・販売促進を目的としたインスタグラムマーケ

ティングに重要なポイントであると考えられる。 
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第 3 章 インスタグラムにおける 

“シミュラークル型”情報伝達 
 

3.1 “シミュラークル型”情報伝達モデルの概要 

本節では電通(2017)の提唱に基づき、“シミュラークル型”モデルについて解説する。9 

 

3.1.1 “シミュラークル型”情報伝達モデルとは 

 近年スマートフォンや SNS の普及とともに、自身の体験や思いの共有に写真や動画など

のビジュアルコンテンツが利用される機会が増加している。利用される SNS も、ブログな

どのテキスト中心のサービスからインスタグラムのようなビジュアル中心のサービスに人

気が移り変わっている。電通は、このようなビジュアルコミュニケーションの急伸によって、

『従来の“マス型”や“インフルエンサー型”のように、ある起点から情報が発信・拡散さ

れてヒト・モノ・コトが動くのではなく、オリジナルの情報源が不明のまま、いつの間にか

多くの人が共感を抱き体験をコピーしていく“シミュラークル型 ”という新たな情報伝達

のモデルが誕生』したと見解を述べている。また“シミュラークル型”情報伝達モデルにつ

いては、『誰が始めたのか分からないけれど、みんながまねたい写真のスタイルがパターン

化し、それへの憧れや興味関心が消費行動に表れてくる傾向』と定義づけられている。各モ

デルのイメージを図 3.1 に示す。 

 

 

図 3.1 “マス型”、“インフルエンサー型”、“シミュラークル型”の伝達イメージ 
ウェブ電通報（株式会社電通）、「スマホネイティブ世代の動画コミュニケーション～SNS 検索の定着とシミュラークルの広がり」 

（参照元：https://dentsu-ho.com/articles/4957）の内容を基に作成 〔9〕 

 

 

3.1.2 “マス型”、“インフルエンサー型”からの遷移とその違い 

 電通によると、“シミュラークル型”が誕生する以前には、“マス型”と“インフルエンサ
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ー型”の情報伝達モデルが存在していた。“マス型”における情報の発信源はテレビや新聞

といったマスメディアであり、そのような発信源から流された信頼性の高いオリジナルの

情報を不特定多数の受信者が受け取るという形態で情報の伝達が行われる。“インフルエン

サー型”では、情報の発信源がインフルエンサーと呼ばれる特定の個人に置き換わり、そこ

から発信される情報を不特定多数の受信者が受け取るという形態で情報の伝達が行われる。

インフルエンサーとは『人々に影響を及ぼす人物をいい、とくに人気のある芸能人やスポー

ツ選手、識者などの有名人をはじめ、あるコミュニティや分野のなかで大きな影響力をもつ

人（日本大百科全書（ニッポニカ））』を指す。「ブログ」という言葉が流行語大賞のトップ

テンに選出された 2005 年前後より、ネット上で発言力を持つインフルエンサーが注目を集

め、その影響力を利用したマーケティング手法であるインフルエンサーマーケティングは

現在も多くの企業で取り入れられている。“インフルエンサー型”で伝達される情報に対す

る信頼度は、受信者が発信源であるインフルエンサー個人に対して抱く好感、信頼、憧れな

どの度合いに依存すると考えられる。 

 これら 2 つのモデルと“シミュラークル型”モデルの大きな違いは、“シミュラークル型”

には明確な情報の発信源がどこにあるかわからないという点にある。情報の発信源がわか

らないということはその信頼性の在りかも不明である。それにも関わらず、どこからか出現

した情報に興味を惹かれた誰かがそこに描かれた体験をコピーし、またそれを外部に向け

て発信するという一連の流れが様々な地点で発生することにより、“シミュラークル型”の

情報伝達が生じ、突発的で急速な情報拡散が生じると考えられる。各モデルの発信源の所在

を図 3.3 に示す。 

 

図 3.2 “マス型”、“インフルエンサー型”、“シミュラークル型”の発信源の所在 
ウェブ電通報（株式会社電通）、「スマホネイティブ世代の動画コミュニケーション～SNS 検索の定着とシミュラークルの広がり」 

（参照元：https://dentsu-ho.com/articles/4957）の内容を基に作成 〔9〕 

 

 電通が『重要なことは、この三つのモデルは単線的に移行するわけではなく、共存すると

いうことです。これらが並行して起こるという意味で、生活者の欲望が喚起されるポイント

はより多様化し高頻度化しているのです。』と述べるように、様々なメディアが存在し、ま
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た多くの人が情報発信を気軽に行うことが可能となった現在の社会では、“マス型”、“イン

フルエンサー型”、そして“シミュラークル型”の情報伝達が共存して生じている。特に“シ

ミュラークル型”情報伝達については、今後のマーケティング戦略の展開において大きな期

待が持たれているものの、その実態は不明瞭な部分が多く、どうしたら“シミュラークル型”

の拡散が生じるのか、その解明が求められている。9 

 

3.2 インスタグラムにおけるシミュラークル現象の考察 

3.2.1 情報探索ツールとして利用されるインスタグラム 

 当初インスタグラムは美しい写真をシンプルに他者と共有することに焦点を当てたアプ

リケーションであったが、近年はユーザから Yahoo!や Google などの検索エンジンのよう

な使われ方をする場面が生じている。Macromill が行った調査によると、インターネットで

の情報検索に Instagram を利用すると回答した人は、全体の 12%にのぼった。特に性別、

年代別で見ると 10 代女性で 32.7%、20 代女性で 27.0%と割合が高く、主に若い女性の間

でインスタグラムを情報探索ツールとして用いる傾向が見られることがわかる。（図 3.3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.3 インターネットでの情報検索にインスタグラムを利用する頻度 
HONOte（株式会社 Macromill）、「2016 年夏、Instagram の今（SNS 利用状況調査より）」 

（参照元：https://honote.macromill.com/report/20160726/）のデータを基に作成 〔10〕 
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3.2.2 インスタグラム上でよく見られているジャンル 

 美しい写真をメインとした投稿が集まるインスタグラムでは、その特性により発信者側

として投稿されやすい、および閲覧者側として参考にされやすいジャンルがある。2017 年

10 月に発表された Facebook 社の「よく見る投稿コンテンツ」ランキング（図 3.3）では、

有名人の投稿、友人の投稿、ファッションに関するコンテンツが根強く閲覧されているほか、

料理、旅行、動物･ペットといったジャンルの閲覧が大きく伸びていることが印象的である。

料理、旅行といったジャンルに関しては、インスタグラムが情報探索のために利用されるよ

うになったことで、今日食べたいもの、次の休みに行きたい場所などを気軽に検索する人が

増加したことが関連していると考えられる。 

インスタグラムで注目されるジャンルは性別･年代によっても偏りがありそうだ。株式会

社サイバー・バズによる「Instagram の企業アカウントに関する意識調査」において、、20

代~40 代女性がフォローしているアカウントの種類について聞いた質問の結果を図 3.4 に

示す。20 代～40 代女性がフォローしているジャンルは「コスメ」が 1 位であり、「ファッ

ション」、「食品」、「飲料」と続いていく。また 30 代女性は 20 代･40 代に比べ「家具」や

「ベビー用品やおもちゃ」のアカウントに対するフォローが多く、それぞれ興味関心のある

ジャンルに違いがあることが読み取れる。 

 

表 3.1 よく見る投稿コンテンツランキングの結果（2017 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACKYARD（株式会社アイ・エム・ジェイ）、「【2018 版 SNS 総まとめ】Instagram の進化が止まらない」 

（参照元：https://backyard.imjp.co.jp/articles/sns_2017）のデータを基に作成 〔11〕 

 

順位 コンテンツ 増減（対 2015 年） 

1 有名人の投稿 +6% 

2 友人の投稿 +7% 

3 ファッション +8% 

4 写真 -13% 

5 料理 +53% 

6 旅行 +70% 

7 動物･ペット +67% 

8 音楽 +27% 

9 ショッピング +33% 

10 雑貨 +27% 

11 食品・お菓子・飲料 +33% 
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図 3.4 フォローしている企業・ブランドのアカウントの種類 
（株式会社サイバー･バズ、「Instagram の企業アカウントに関するユーザーの意識調査を実施◆企業アカウントをフォローしている 20

代～30 代女性の約 80％が、 投稿内容がきっかけで購入した経験あり◆購入意欲やブランドイメージの向上に効果的『Instagram の企

業アカウントに関するユーザー意識調査』」より引用。引用元：https://www.cyberbuzz.co.jp/2017/07/instagram203080.html）〔5〕 

 

 

3.2.3 インスタグラム上で生じたシミュラークル型拡散とみられる現象 

 インスタグラム上では、シミュラークル型拡散とみられる「バズる」という現象が起きる

場面がある。「バズる」とは、「ウェブ上で、ある特定の事柄について話題にする。特に、SNS

を通じて多人数がうわさをしたり、意見や感想を述べ合ったりして、一挙に話題が広まるこ

とを指す（デジタル大辞泉より引用）」言葉である。2.2.2 で挙げたユニクロ銀座店のフォロ

ワー数の急増も、この現象に当てはまると考えられる。ユニクロ銀座店の例以外にも、米ニ

ュース専門放送局 CNN で「日本の最も美しい場所 31 選」に選出されたことをきっかけに

インスタグラムで話題となり、日本人観光客が 32倍に増加した山口県の元乃隅稲成神社や、

見た目が可愛すぎるアイスクリームで原宿の女子に大人気となったエディーズアイスクリ

ームなど、インスタグラム内で話題となり一躍大勢の人に知られることとなった事例はい

くつも見られ、このようなバズ（シミュラークル型拡散）を生じさせることは、企業、商品、

ブランドの急成長につながる可能性が非常に高いと推測される。しかし、ユニクロ銀座店の

例を再び考えても、そのフォロワーの急速な伸びは投稿内容の転換やハッシュタグ戦略の

ような意図的な行動と、もともとは男性用商品だった「パック T」の女性間でのヒットとい

う偶発的なブームの両方がかけ合わさることで生じた、ある意味突発的な現象であるとい

える。本節で挙げた例では、商品または店舗にフォトジェニック（＝写真映えする）な対象

が存在していること、また一般ユーザの投稿の前にメディアやインフルエンサーなど、何ら

かの強い影響を持つ発信源が存在していそうだということが共通点として挙げられるが、

現在この現象を意図的に起こすための基本的な手順はまだわかっていない。 
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3.2.4 インスタグラムにおけるシミュラークル現象発生過程の推定 

 本項において、インスタグラム上で起きるシミュラークル現象を定義する。インスタグラ

ム上であるコンテンツ A がシミュラークル型拡散を起こす過程を図 3.5 に示す。A に関す

る投稿が増える過程では、状態①～③のような遷移が生じると考えられる。状態①ではマス

メディアや企業・店舗による公式的な情報のみが発信されており、状態②ではそこに、A に

対するコアなファンや流行に敏感な情報通などの層が発信した情報も加わる。そして、それ

らの情報がある地点で一般ユーザの目に留まり、彼らの興味関心と A についての投稿が合

致した場合、さらに状態③のように一般投稿者による投稿が加わり、A に対する全体的な投

稿数も急激に増加する。本研究では、この状態③をシミュラークル現象と呼ぶこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.5 インスタグラム上で生じるシミュラークル現象の過程イメージ 

 

また、状態③の一般投稿者が、投稿をするに至るまでの順序を図 3.6 に示す。一般投稿者

は誰かが投稿した投稿 X を見ることで興味を惹かれ、実際に来店および消費行動をする。

その後、投稿 X の追体験である投稿 Y を自ら投稿し、自身のフォロワーに拡散する。シミ

ュラークル現象とは、図 3.6 で示した手順が至るところで発生することによって A につい

ての情報が爆発的な広がりを見せることを指すこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.6 一般投稿者が投稿に至るまでの順序イメージ 
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第 4 章 浜松市内の大学生を対象とした 

インスタグラム利用に対する意識調査 
 

4.1 目的 

 本章では、浜松市内の大学生が普段どのようにインスタグラムと関わっているのか、また

その際の意識について傾向を調査することで、3.2.3 で述べたインスタグラムにおけるシミ

ュラークル発生過程において、実際にそのようなユーザの行動の流れが生じる可能性があ

るのかを明らかにする。 

 

4.2 アンケート概要 

 2018 年 12 月、浜松市内の大学に通う大学生 101 名に対してインスタグラム利用に関す

るアンケートを実施した。アンケートは Google form にて作成し、Web 上で行った。回答

者の属性については以下の通りである。 

 

 

 

 

  

 

図 4.1 回答者の性別                 図 4.2 回答者の住所           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.3 回答者の学年              図 4.4 インスタグラムを利用したことの 

ある人の割合 

                                  

また、アンケートは、以下の 3 つのパートに分けて聞いている。 

 ・ 外食時の店舗選択に対するインスタグラムの利用について 

 ・ インスタグラム投稿が他者の店舗選択に及ぼす影響について 

 ・ 投稿（拡散）について 
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4.3 調査結果 

4.3.1  外食時の店舗選択に対するインスタグラムの利用について 

 ここでは、回答者自身が浜松市内のカフェを探す場合（同行者の有無は問わない）を想定

してもらうこととした。  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.5 今までにインスタグラムを使ってお店を探したことのある人の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.6 お店選びにインスタグラムを利用する理由  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.7 お店選びにインスタグラムを利用する際に最も重視すること 
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4.3.2  他者のインスタグラム投稿が店舗選択に及ぼす影響について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.8 他人のインスタグラム投稿（ストーリー機能を含む）をきっかけとして、特定の飲食店に興

味を持った経験、または実際にお店に行った経験がある人の割合 

 

 

4.3.3 インスタグラムにおける投稿（拡散）について 

図 4.9  訪れた飲食店（そこで食べた料理）についてインスタグラム投稿をする頻度 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.10  訪れた飲食店においてインスタグラム投稿を促された場合に、「投稿をしよう」 

と思う要因（ストーリー機能での投稿を除く） 
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4.4 考察 

4.4.1 外食時の店舗選択に対するインスタグラムの利用について 

 図 4.5 において、今までにインスタグラムを使ってお店を探したことがある人は回答者全

体の 36%であった。しかし性別で見ると、男性で検索をしたことがあると回答した人は 7％

のみであった。一方女性では、お店を検索したことがあると回答した人が、ないと回答した

人を上回っており、2 章で述べたインスタグラムを情報探索に用いるという現象は、特に女

性に多く見られるものであると考えられる。 

図 4.6 において、お店選びにインスタグラムを利用する理由については「お店や料理の写

真が見たい」という回答が回答者全員から得られ、図 4.7 では、インスタグラムを利用して

お店選びをする際に最も重視することは「写真からわかる料理や店舗の雰囲気」であると回

答する人が大半を占めた。ここから、お店選びにインスタグラムを利用する人は、インスタ

グラムに投稿された写真からお店のイメージを作り上げ、それが自分の求めるまたは好む

雰囲気に合致しているのかを判断していると推測される。 

 

4.4.2 他者のインスタグラム投稿が店舗選択に及ぼす影響について 

 図 4.8 において、他者のインスタグラム投稿を受けて「お店に行った経験がある」、「お店

に興味を持った経験がある」と回答した人の割合は、友人・知人の投稿の場合が 70%、実際

の知りあい以外の人の投稿の場合が 54%と、ともに過半数を超えた。よって、他者のイン

スタグラム投稿は閲覧者の意識および行動に影響を及ぼしていると言えそうである。 

他者のインスタグラム投稿がきっかけで実際にお店に行った経験については、友人･知人

の投稿がきっかけという回答が 32%、実際の知りあい以外の人の投稿がきっかけという回

答も同じく 32%であった。よって、お店に行くという行動に対しては、それが実際の知り

合いのものであるかに関わらず他者の投稿が閲覧者に影響を及ぼしていると考えられる。

一方でお店に興味を持つというレベルでは、友人･知人の投稿がきっかけとなったという回

答が 38%、実際の知りあい以外の人の投稿がきっかけとなったという回答が 22%であり、

お店に行った経験と比べて両者の間で差があった。このことは、フォロワー以外からの情報

を得るためにはユーザの能動的な行動が必要であるというインスタグラムの仕様が関係し

ていると推測する。つまり、「特定のお店に興味を持つ」という現象はインスタグラムユー

ザが普段フィードに表示される他者の投稿（自分がフォローした人々によるのもの）を見る

場面で生じることが多く、「お店に行く」という現象は自ら検索をかけてフォロワー以外か

らもお店に関する情報を得ることによって誘発されるのではないかと考えられる。 

 

4.4.3 インスタグラムにおける投稿（拡散）について 

図 4.9 にて、訪れた飲食店（またはそこで食べた料理）についてインスタグラム投稿をす

る頻度に関しては、「しない」という人は約 3 割であり、逆に 7 割以上の人は発信を行う可

能性があるという結果を得た。今回の調査対象である大学生という限られた範囲では、発信
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者になり得る人が多く、状況によって投稿をさせることが可能であると推測する。 

 訪れた飲食店においてインスタグラム投稿を促された場合に、「投稿をしよう」（ストーリ

ー機能での投稿を除く）と思う要因（図 4.10）については、「しない」と回答したのは約 2

割であり、やはり店舗側の工夫次第により投稿を促すことができる可能性は十分にありそ

うである。投稿をするための要素として最も票を集めたのは「割引・クーポンなどの金銭的

なメリットがあればする」であったが、他にも「そのお店のことが気に入った場合はする」

が 25%、「いい写真が撮れたときはする」が 7%の支持を得ている。よって、来店後に投稿

を促すために必要な条件は、必ずしも金銭など直接的な利益のみではないことが明らかに

なった。 
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第 5 章 浜松市内のカフェに関する 

インスタグラム投稿の観察 
 

5.1 目的 

 本章では、浜松市内に店舗を構え、インスタグラム内で店舗および商品について多く投稿

がなされているカフェ 5 店舗を取り上げ、各店舗とインスタグラムの関わりについて調査

した。ここで取り上げる店舗を、3.2.3 で述べたインスタグラムにおけるシミュラークル発

生過程のうち、実際に「③拡散」が生じている例とみなし、各店舗における投稿の特徴およ

び共通点を探ることによって、シミュラークル発生を起こす可能性を上げるためのポイン

ト明らかにする。 

 

5.2 調査概要 

 浜松市内のカフェ 5 店舗に関して、インスタグラムでの店舗アカウントによる投稿およ

び各店舗についての投稿が多く見られるハッシュタグで検索をした場合に表示される投稿

の観察を行った。観察した投稿は、1 店舗につき店舗アカウントによる投稿 20 件、ハッシ

ュタグで検索をした場合に表示される投稿（店舗アカウントによるものを除く）15 件の合

計 35 件である。 

 

5.2.1 調査対象 

 本調査で対象とした浜松市内のカフェは、以下の 5 店舗である。 

・ HARUICHI STYLE（浜松市東区） 

・ カフェテラス 1952（浜松市中区） 

・ café&kitchen LIBERTY（浜松市北区） 

・ Brotlieben（浜松市北区） 

・ West Goat Coffee（浜松市中区） 

 

調査対象となる店舗は、ハッシュタグ「#浜松カフェ」で検索をかけた際に投稿が多く見

られる店舗のうち、浜松市に所在地があり、かつインスタグラムの店舗アカウント（店舗の

ことを発信する個人アカウントを含む）を所有している店舗から選定した。今回対象とした

それぞれの店舗について、表 5.1 に店舗名（インスタグラム上のアカウント名）、店舗アカ

ウントのフォロワー数、調査の際に用いた検索用ハッシュタグについてまとめた。また、各

店舗のアカウントページトップに掲載されている紹介文を表 5.2 にまとめる。 
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表 5.1 店舗のアカウント、フォロワー数、ハッシュタグ（2019 年 1 月 17 日現在） 

 

表 5.2 店舗のインスタグラムページ紹介文（2019 年 1 月 17 日現在） 

店舗名 紹介文 

HARUICHI STYLE 静岡県浜松市上新屋町「HARUICHI STYLE 地元の良いモノ ＆ 茶の間」 

「いいものを、選んで、生きよう。」をコンセプトに掲げ、地域発の良いモノ・美味しいモノ・

面白いコトを提案するライフスタイルショップ  

www.haruichi-style.com 

カフェテラス 1952 ☕️#cafeterrace1952 📮浜松市中区鍛治町 321-5  

🍰定休日 : 火曜日  平日 : 11:00〜19:00 土日祝 : 10:00〜20:00  

🏠浜松街中でゆっくり過ごせる cafe です  

🌿 コーヒー1 杯からお気軽にどうぞ♪ www.estreal.jp/cafeterrace 

café&kitchen 

LIBERTY 

2018 年 7 月 30 日オープン！！  

〒433-8105 浜松市北区三方原町 311-1 053-543-4272 

www.google.co.jp/amp/s/www.hotpepper.jp/strJ001195862/ 

brotlieben 動物に優しい田舎のベーカリーカフェ、ブロートリーベン都田店です。 

わんちゃんも入れます🐶🐱🐑🐴💕  

浜松市北区都田町 3522 053-522-9498 

定休日:月曜日、火曜日 9 時～18 時営業 brotlieben.com 

West Goat Coffee 静岡県浜松市中区千歳町 104-2 1F 

新鮮な珈琲豆を使った浜松街中のコーヒースタンド(カフェ)です！ 

心を込めてあなたの一杯をご用意します！ オーナーバリスタのシンスケです。 

お気軽にどうぞ( ´ ▽ ` ) feel free to follow me. westgoatcoffee.wixsite.com/wgcs 

 

 

 

 

 

 

店舗名（アカウント名） フォロワー数 利用したハッシュタグ（表示される投稿数） 

HARUICHI STYLE （haruichi_style） 846 人 #haruichistyle （1022 件） 

カフェテラス 1952 （cafeterrace1952） 922 人 #cafeterrace1952 （512 件） 

café&kitchen LIBERTY （cafe_kitchen_liberty） 845 人 #カフェアンドキッチンリバティ （125 件） 

Brotlieben （brotlieben） 892 人 #brotlieben （1373 件） 

West Goat Coffee （westgoatcoffee） 1127 人 #westgoatcoffee （708 件） 
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5.2.2 調査項目・方法 

インスタグラムにおける拡散の様子と調査項目イメージを図 5.1 に示す。店舗アカウント

による投稿については、図 5.1-①使われている写真（1 つの投稿に複数の写真が使われてい

る場合は、1 枚目のみを対象とする。）および図 5.1-②投稿に付けられているハッシュタグ

を調査項目とした。写真については、表 5.3 のように分類を行った。調査はインスタグラム

のアプリから店舗アカウントのページに行き、そこで表示される最新（2019 年 1 月 17 日現

在）の投稿 20 件に対して行った。ハッシュタグで検索をした場合に表示される投稿（店舗

アカウントによるものを除く）に関しては、図 5.1-③使われている写真（1 つの投稿に複数

の写真が使われている場合は、1 枚目のみを対象とする。）を調査項目とした。写真につい

ては、表 5.4 のように分類を行った。調査はインスタグラムのアプリから表 5.1 に記載した

各店舗の「利用したハッシュタグ」を用いて検索をかけ、そこで表示される最新（2019 年 1

月 17 日現在）の投稿 15 件に対して行った。ただし、店舗アカウントによる投稿、および投

稿内容（文章）が店舗と全く関わりのない投稿などは除外し、一般投稿者の投稿のみを調査

に用いた。 

図 5.1 インスタグラムにおける拡散の様子と調査項目イメージ 

 

表 5.3 ①の分類に用いた番号と内容の対応    表 5.4 ③の分類に用いた番号と内容の対応 

分類番号 写真に（最も大きく）写っているもの 

1 店舗風景 

2 商品・料理（メニュー） 

3 来客 

4 イベントの告知 

5 その他 

 

 

分類番号 写真に（最も大きく）写っているもの 

1 店舗風景 

2 商品・料理（メニュー） 

3 自分および同行者 

4 イベントの告知 

5 その他 
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5.3 調査結果 

5.3.1 HARUICHI STYLE 

 

表 5.5 店舗アカウントによる投稿の          表 5.6 ハッシュタグで検索をした場合に 

写真分類結果（HARUICHI STYLE）         表示される投稿の写真分類結果   

      （HARUICHI STYLE） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.7 店舗アカウントによる投稿のハッシュタグ集計（HARUICHI STYLE） 

 

※「HARUPAN」とは、HARUICHI STYLE の看板スイーツメニュー“スプーンで食べら

れるパンケーキ”の名称である。（店舗 HP より） 

ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数

#ハルイチスタイル 20 #遠州 15 #ミックスベリー 4 #ふわふわ 1

#浜松カフェ 19 #日本茶 9 #クリスマス限定 4 #プレーン 1

#HARUICHISTYLE 19 #抹茶ティラミス 7 #クリスマスパンケーキ 4 #ハルパン 1

#パンケーキ 17 #冬ギフト 7 #クリスマスケーキ 4 #農+ 1

#harupan 17 #贈り物 7 #クリスマス 4 #二十四節気菓子 1

#HARUPAN 17 #贈りもの 7 #暮らしを楽しむ 4 #トリイソース 1

#日本茶カフェ 16 #小倉あん 7 #お茶サブレ 4 #冬至 1

#はるぱん 15 #メレンゲ 7 #和カフェ 3 #煎茶 1

#はるいち定食 15 #メープルバター 7 #浜松 3 #ステンドグラス展 1

#浜松市 15 #マスカルポーネ 7 #お正月 3 #ステンドグラス 1

#丁寧な暮らし 15 #ほうじ茶クリーム 7 #お皿 3 #ジンジャーシロップ 1

#シンプルな暮らし 15 #ふわふわ生地 7 #HARUICHI 2 #サバ缶 1

#静岡県 15 #ティーバッグ 7 #抹茶 1 #グラスロケッツ 1

#静岡 15 #お年賀 7 #雪だるま 1 #glassrokets 1

#心地よい暮らし 15 #お歳暮 7 #ほうじ茶 1

投稿 写真分類 補足 

1 2 パンケーキとお茶 

2 2 おにぎり、お味噌汁、惣菜、漬物 

3 2 紫芋モンブラン 

4 2 雑貨 

5 2 抹茶ラテと団子 

6 2 お茶と団子 

7 2  プランター 

8 2 料理 

9 2 パンケーキ 

10 2 パンケーキ 

11 1 中庭 

12 2 おにぎり 

13 2 カレー 

14 5 しょうが焼き（自宅） 

15 2 パンケーキ 

 

投稿 写真分類 写真補足 

1 1 展示スペース 

2 2 食器 

3 2 ギフト用サバ缶 

4 2 食器 

5 2 二十四節気菓子「雪だるま」 

6 2 ジンジャーシロップ 

7 2 ギフト用茶葉 

8 2 ギフト用茶葉 

9 1 陳列棚 

10 4 ホームページ（冬ギフト） 

11 2 クリスマスパンケーキ 

12 2 クリスマスパンケーキ 

13 2 クリスマスパンケーキ 

14 2 クリスマスパンケーキ 

15 1  

16 2 パンケーキメニュー 

17 2 パンケーキ 

18 2 パンケーキとお茶 

19 2 パンケーキ 

20 2 パンケーキ 
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5.3.2 カフェテラス 1952 

 

表 5.8 店舗アカウントによる投稿の           表 5.9 ハッシュタグで検索をした場合に 

写真分類結果（カフェテラス 1952）           表示される投稿の写真分類結果 

（カフェテラス 1952）   

 

 

表 5.10 店舗アカウントによる投稿のハッシュタグ集計（カフェテラス 1952） 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数

#カフェテラス1952 20 #カフェグラム 20 #シェフおすすめ 12 #秋メニュー 5

#cafeterrace1952 20 #カフェ部 20 #エスプーマカキ氷 10 #秋限定 5

#cafe 20 #カフェ好きな人と繋がりたい20 #夏メニュー 8 #ハロウィンアフタヌーン 5

#浜松カフェ 20 #アフタヌーンティー 20 #夏限定 8 #サンタクロース 4

#浜松cafe 20 #afternoontea 20 #カキ氷 8 #モンブラン 4

#カフェ巡り 20 #lunch 20 #カキ氷部 8 #ガトーショコラ 4

#浜松カフェ巡り 20 #sweets 20 #抹茶 8 #クリスマスディナー 2

#浜松 20 #dessert 20 #ティラミス 8 #パスタ 2

#浜松街中 20 #バースデープレート 17 #ご予約承り中 7 #デート 1

#浜松ランチ 20 #サプライズ 17 #クリスマス限定 5 #アフタヌーンティーセット 1

#カフェスタグラム 20 #記念日 15 #ハロウィン 5 #苺 1

#季節限定 1

投稿 写真分類 写真概要 

1 2 アフタヌーンティーセット 

2 2 コーヒー 

3 2 ローストビーフ 

4 2 ケーキ（イラストプレート） 

5 2 パスタ 

6 2 アフタヌーンティーセット（冬仕様） 

7 2 クリスマスケーキ 

8 2 パスタ 

9 2 ケーキ（イラストプレート） 

10 2 ケーキ 

11 2 アフタヌーンティーセット（ハロウィン仕様） 

12 2 パスタ 

13 2 ケーキ（イラストプレート） 

14 2 料理 

15 2 ケーキ（イラストプレート） 

16 2 ケーキ（イラストプレート） 

17 2 ケーキ（イラストプレート） 

18 2 ケーキ 

19 2 パスタ 

20 2 ケーキ（イラストプレート） 

 

投稿 写真分類 補足 

1 1 料理、客席 

2 2 料理 

3 2 アフタヌーンティーセット 

4 3 (2) 本人たち、アフタヌーンティーセット 

5 3 本人たち 

6 2 アフタヌーンティーセット 

7 2 ケーキ（イラストプレート） 

8 2 アイスティー 

9 2 アフタヌーンティーセット（冬仕様） 

10 2 アフタヌーンティーセット（冬仕様） 

11 1 立看板 

12 2 アフタヌーンティーセット（冬仕様） 

13 2 料理 

14 2 アフタヌーンティーセット 

15 3 (2) 本人たち、アフタヌーンティーセット 
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5.3.3 café&kitchen LIBERTY 

 

表 5.11 店舗アカウントによる投稿の          表 5.12 ハッシュタグで検索をした場合に 

写真分類結果（café&kitchen LIBERTY）       表示される投稿の写真分類結果 

                               （café&kitchen LIBERTY） 

 

 

 

 

 

表 5.13 店舗アカウントによる投稿のハッシュタグ集計（café&kitchen LIBERTY） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数

#カフェアンドキッチンリバティ 20 #cafe 20 #ラクレットチーズ 20 #デトックスウォーター 20

#浜松ランチ 20 #ランチ 20 #チョークアート 20 #バースデー 20

#浜松ディナー 20 #ディナー 20 #キッズルーム 20 #バースデープレート 20

#浜松カフェ 20 #女子会 20 #峯野牛 20 #白いオムライス 15

#STAUB 20 #ソフトクリーム 20 #引佐牛乳 20 #ラクレットチーズドッグ 1

#クリスマスディナー 1

投稿 写真分類 写真概要 

1 2 パスタなど 

2 5 アルバイト募集 

3 2 ホットドッグなど 

4 1 店舗外観 

5 1 ソファー席 

6 2 ラクレットチーズドッグ 

7 2 白いオムライス 

8 2 料理 

9 2 パフェ 

10 3 お客さん、バースデープレート 

11 2 ソフトクリーム 

12 2 オムライスなど 

13 1  

14 3 お客さん、バースデープレート 

15 2 白いオムライス 

16 2 料理 

17 2 メニュー表 

18 3 お客さん、バースデープレート 

19 1  

20 3 お客さん、バースデープレート 

 

投稿 写真分類 補足 

1 1  

2 2 ビーフシチュー 

3 2 白いオムライス 

4 3 (2) 自分たち、料理 

5 2 (1) 料理、ソファー 

6 1 くまのぬいぐるみ（店内インテリア） 

7 1 くまのぬいぐるみ（店内インテリア） 

8 2 白いオムライス 

9 3 自分たち、バースデープレート 

10 2 料理 

11 2 パフェ 

12 2 白いオムライス 

13 1 観葉植物 

14 1 メニューの表紙 

15 2 料理 
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5.3.4 Brotlieben 

 

表 5.14 店舗アカウントによる投稿の      表 5.15 ハッシュタグで検索をした場合に 

写真分類結果（Brotlieben）           表示される投稿の写真分類結果（Brotlieben） 

 

 

表 5.16 店舗アカウントによる投稿のハッシュタグ集計（Brotlieben） 

 

 

 

 

 

 

 

 

投稿 写真分類 写真概要 

1 1 店舗入り口 

2 5 ヤギ 

3 2 パン 

4 5 ウマ 

5 5 (2) 動物、パン 

6 5 ウマ 

7 5 ネコ 

8 1 入り口 

9 5 ネコの写真 

10 1 ネコ 

11 5 ヤギ 

12 2 パン 

13 5 ヤギ 

14 2 シュトーレン 

15 2 パン 

16 5 ウマ 

17 2 パン 

18 1 置物 

19 2 パン 

20 2 シュトーレン 

 

ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数

#ブロートリーベン 19 #浜松市 19 #サイクルラック設置店 19 #馬のいるカフェ 19

#ヤギ 19 #都田町 19 #ペット可 19 #腎不全猫 3

#ヤギのいるパン屋 19 #ブロートリーベン都田店 19 #ドッグラン 19 #しつけ教室 1

#ヤギのいるカフェ 19 #サイクルスタンド 19 #自家製酵母 19 #ドッグトレーニング 1

#ヤギのいるベーカリーカフェ 19 #バイクラック 19 #ドイツパン 19 #シュトーレン 1

#静岡県 19 #サイクルラック 19 #ベーカリーカフェ 19 #シュトレン 1

#クリスマス菓子 1

投稿 写真分類 補足 

1 2 ビーフシチュー、パンなど 

2 3 (2) ビーフシチュー、パンなど、プリクラ 

3 2 ビーフシチュー、パンなど 

4 2 ビーフシチュー、パンなど 

5 2 ビーフシチュー、パンなど 

6 3 自分たち 

7 2 パン 

8 5 空 

9 3 プリクラ 

10 3 自分たち、飼い犬 

11 3 自分たち、飼い犬 

12 2 アフタヌーンティーセット 

13 2 パン 

14 2 ビーフシチュー、パンなど 

15 2 ハンバーグ、パンなど 
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5.3.5 West Goat Coffee 

 

表 5.17 店舗アカウントによる投稿の         表 5.18 ハッシュタグで検索をした場合に 

写真分類結果（West Goat Coffee）          表示される投稿の写真分類結果 

                                  （West Goat Coffee）    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 5.19 店舗アカウントによる投稿のハッシュタグ集計（West Goat Coffee） 

 

 

 

ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数 ハッシュタグ 数

#ウエストゴートコーヒー 20 #hamamatsu 18 #浜松ランチ 16 #静岡カフェ 4

#westgoatcoffee 20 #静岡 18 #浜松美容院 13 #浜松市カフェ 3

#cafe 19 #静岡カフェ巡り 18 #浜松市中区 8 #浜松駅 3

#コーヒースタンド 18 #アート 18 #はままつ 8 #カフェモカ 2

#カフェ 18 #コーヒー 18 #latteart 7 #浜松ママ 1

#浜松 18 #コーヒー好き 18 #ラテアート 7 #cafelatte 1

#浜松市 18 #coffeelover 18 #静岡グルメ 7 #浜松駅周辺 1

#浜松カフェ 18 #浜松グルメ 17 #スペシャルティコーヒー 5 #浜松おしゃれ 1

#latte 1

投稿 写真分類 補足 

1 2 ラテ、店舗名刺 

2 2 ラテとケーキ 

3 2 ラテ 

4 1 インテリアとコップ 

5 2 ラテ 

6 2 ドリンクとケーキ 

7 2 ドリンク 

8 5 アート作品 

9 2 ラテ 

10 1 店舗内の壁 

11 2 ドリンクとケーキ 

12 3 プリクラ 

13 2 ドリンクとケーキ 

14 2 エスプレッソ 

15 2 ドリンクとケーキ 

 

投稿 写真分類 写真概要 

1 2 フォンダンショコラ 

2 2 ラテ 

3 4 休日のお知らせ 

4 2 ラテ 

5 2 メニュー黒板 

6 2 ラテ 

7 4 休日のお知らせ 

8 2 ホットサンド 

9 2 ラテ 

10 2 ラテ 

11 2 ラテ 

12 5 アート作品 

13 1 店舗ロゴカップ 

14 1 店舗ロゴカップ 

15 4 営業日のお知らせ 

16 2 ラテ 

17 2 ラテ 

18 2 ラテ 

19 1 店主 

20 2 ラテ 
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5.4 考察 

5.4.1 HARUICHI STYLE 

（a）店舗による投稿の特徴  

店舗アカウントによる投稿の写真分類（表 3.5）では、ギフト商品や食器などの雑貨やパ

ンケーキが多く見られた。投稿に付けられたハッシュタグを集計すると、自店の名前の他に

「#パンケーキ」、「#HARUPAN」、「#日本茶カフェ」などが上位であった。また、「#丁寧な

暮らし」「#シンプルな暮らし」、「#心地よい暮らし」といったライフスタイルに関するハッ

シュタグが多く使われていることも特徴的である（表 3.7）。ここからは、「地域発の良いモ

ノ・美味しいモノ・面白いコトを提案するライフスタイルショップ」というアカウント紹介

文からも読み取れるように、HARUICHI STYLE がただのカフェではなく、生活や空間を

デザインする雑貨を取り扱う店舗であることを閲覧者に推し出す意図が感じられる。また

カフェメニューに関しては特にパンケーキ「HARUPAN」を名物としてオススメしている

ようだ。 

（b）一般投稿者による投稿の特徴 

ハッシュタグ「#haruichistyle」で検索をした場合に表示される投稿の写真（表 3.6）を

見ると、今回観察を行った 15 件のうち 13 件は料理の写真であった。よって HARUICHI 

STYLE に訪れる人々は、その“料理”に高い満足度を得て投稿を行ったと考えられる。ま

た、料理の写真のうちパンケーキの写真は 4 件であり、その他ではおにぎりや団子、お茶な

どの和風のものが写っている点が特徴的であった。これらの投稿を見た第 3 者は、

HARUICHI STYLE に対して“パンケーキも有名な和カフェ”という印象を強く受けるだ

ろう。 

 

5.4.2 カフェテラス 1952 

（a）店舗による投稿の特徴 

店舗アカウントによる投稿の写真分類（表 3.8）では、20 件の投稿全てが料理に関するも

のであった。特にケーキが写っている写真は全部で 13 件あり、ケーキが乗ったお皿にメッ

セージやイラストが書いてある記念日用のイラストプレートの写真がそのうち 7 件あった。

投稿に付けられたハッシュタグ（表 3.10）では、「#カフェ巡り」、「#カフェ部」、「#カフェ

好きな人とつながりたい」など、カフェ好きな人を意識したように思われるものが目立った。

これらの情報と「🏠浜松街中でゆっくり過ごせる cafe です🌿コーヒー1 杯からお気軽にど

うぞ♪」というアカウント紹介文から、カフェテラス 1952 はスイーツとドリンクでゆった

りとお茶をする場所、かつ、特別な日やサプライズにも使えるお店であることが示されてい

ると考えられる。また、「#夏メニュー」、「#ハロウィン」、「#クリスマス限定」など季節やイ

ベントごとを意識したハッシュタグも多く見られた。 

（b）一般投稿者による投稿の特徴 

 ハッシュタグ「#cafeterrace1952」で検索をした場合に表示される投稿の写真（表 3.9）
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では、料理とお客さん自身が一緒に写っている写真が 2 件確認された。これは他の 4 件の

店舗に関する観察では見られなかった特徴的な投稿である。また、料理としては数々のスイ

ーツが 3 段のスタンドに並んでいるアフタヌーンティーセットの写真が 8 件と多く見られ

た。よってカフェ 1952 では“優雅なティータイムを楽しむ経験”に対して満足し投稿を行

う投稿者が多いのではないかと考えられる。また、アフタヌーンティーセットは元々の豪華

さに加え、季節ごとに内容および見た目が変わる。その点も、お洒落さに感度の高いインス

タグラムユーザの来店、投稿を促す要因の一つかもしれない。 

 

5.4.3 café&kitchen LIBERTY 

（a）店舗による投稿の特徴 

 店舗アカウントによる投稿の写真分類（表 3.11）では、料理の写真が 11 件とメインであ

るが、写っている料理の種類はパスタ、ホットドッグ、オムライスなど毎回違うものが多い。

また店舗風景についての写真も、店舗の外から撮った写真や内観、広めのソファー席を写し

たものなどがあり、店舗について広く情報を提供している印象を受ける。また、この店舗で

もデザートが乗ったお皿にメッセージが書かれ、華美に装飾された記念日用のプレートの

写真が 4 件見られた。プレートとともにお客さんが写真に写って記念写真のようになって

いる点が 5.4.2 のカフェテラス 1952 とは異なるが、こちらの店舗でも特別な日やサプライ

ズの際に利用できるお店であることが示されている。投稿に付けられたハッシュタグを観

察すると（表 3.13）、ほぼ全ての投稿に同じハッシュタグが付けられていた。他店舗と比較

して特徴的なものは「#STAUB」、「#ディナー」、「#峯野牛」などがあり、ドリンクを楽しむ

ようなカフェと比べてよりご飯をしっかりと食べられそうだということが読み取れる。ま

た、「#キッズルーム」や「#チョークアート」といった店内設備についてのハッシュタグも

あり、前者は子供連れのお客さん、後者はインスタ映えを求めるお客さんへの意識が感じら

れる。 

（b）一般投稿者による投稿の特徴 

 ハッシュタグ「#カフェアンドキッチンリバティ」で検索をした場合に表示される投稿の

写真（表 3.12）では、料理の写真が 9 件であるのに対し、店舗風景を表す写真が 6 件と、

他の店舗と比較して多く投稿に使われていた。観葉植物が多く配置されている店内や、ソフ

ァーに置いてある大きなくまのぬいぐるみ、テーブル席の様子がわかる写真が投稿されて

いる点からは、お客さんが料理の他に“店舗内のインテリアや雰囲気”を好み、投稿を行っ

た可能性が高いと考えられる。 

 

5.4.4 Brotlieben 

（a）店舗による投稿の特徴 

 店舗アカウントによる投稿の写真分類（表 3.14）では、動物の写真が 20 件中 10 件と半

数を占め、商品であるパンの写真が 7 件であった。また、店舗風景についての写真を見ても
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自然に囲まれた土地にある店舗であることが感じられるため、写真を通じて「動物に優しい

田舎のベーカリーカフェ」というアカウント紹介文に書かれたコンセプト通りの印象を閲

覧者に与えそうである。投稿に付けられたハッシュタグについて見ても（表 3.16）、「#ヤギ

のいるカフェ」、「#ドッグラン」といった自然や動物とのふれあいを想像させるものが頻繁

に使われていることが印象的である。また、「#サイクルスタンド」、「#バイクラック」など

サイクリングやツーリングで訪れるお客さんを意識したハッシュタグも多く見られ、街中

から少し離れた場所に店舗があることを連想させる。商品であるパンに関連するハッシュ

タグには「#ドイツパン」、「#自家製酵母」があり、こだわりがありそうなパン屋さんという

雰囲気が伝わる。 

（b）一般投稿者による投稿の特徴 

 店舗で飼育している動物の様子が前面に推し出された店舗アカウントの投稿とは異なり、

ハッシュタグ「#brotlieben」で検索をした場合に表示される投稿では、それらの動物は登

場しない。分類（表 3.15）としては料理の写真が 10 件と一番多く、そのうち 6 件にビーフ

シチュー、パンやサラダが乗ったプレート、ドリンクのセットが写されている。犬を抱えた

女性の写真も 2 件存在したが、その投稿者の目的はドッグランであり、カフェを利用する

という意図でこの店舗を訪れるお客さんは主に“ベーカリーカフェの美味しいパンおよび

料理”を目的としていると考えられる。“自然の中にあるカフェ”という点は、来店理由と

して大きな意味をもつポイントであると考えられるが、投稿の写真のみを対象とした今回

の観察では、投稿のきっかけとしてそれが働いているかどうかは不明であった。 

 

5.4.5 West Goat Coffee 

（a）店舗による投稿の特徴 

 「新鮮な珈琲豆を使った浜松街中のコーヒースタンド(カフェ)です！心を込めてあなたの

一杯をご用意します！」というアカウント紹介文からもわかるように、West Goat Coffee は

コーヒーをメインに扱う店舗であり、店舗アカウントによる投稿の写真分類（表 3.17）で

も半数の 10 件がドリンク（ラテアート）の写真であった。投稿に頻繁に付けられている「#

コーヒー好き」、「#coffeelover」といったハッシュタグからも、コーヒーへのこだわりが感

じられる（表 3.19）。その他特徴的なハッシュタグとしては「#アート」がある。店舗アカ

ウントによる投稿にも 1 件アート作品の写真があり、店舗内に作品が展示してあることが

見てとれる。また投稿のうち 1 件に店主の姿が登場したことも他店舗には見られない点で

あった。アカウント紹介文にも「オーナーバリスタのシンスケです。お気軽にどうぞ( ´ ▽ 

` ) feel free to follow me.」との記述があるように、店主が気さくでお客さんとの距離感が

比較的近いのではないかという推測を持つことができそうだ。 

（b）一般投稿者による投稿の特徴 

 ハッシュタグ「#westgoatcoffee」で検索をした場合に表示される投稿（表 3.20）では、

やはりドリンクの写真が多く、20 件中 11 件に写されていた。料理・商品の写真が多く投稿
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に使われているのは他店の場合も同様であるが、West Goat Coffee のドリンクのカップに

は店舗名とロゴマークが印刷されているため、第 3 者は見るだけで投稿者がどこに行った

のかが伝わる点が大きく異なっていた。コーヒースタンドという店舗形態のために、ドリン

クが写っている写真はシンプルなテーブルの上にコーヒー、またはコーヒーとデザートが

乗っているだけというシンプルな写真ばかりであるが、そのため雰囲気に統一感があり、投

稿を見た際と来店時で大きなギャップを感じることは無いだろう。この店舗で投稿を行う

人々は、“シンプルだが店主のこだわりを感じるコーヒーおよび店舗”に満足感を得て発信

を行うと考えられる。 

 

5.4.6 観察対象店舗に見られる共通点 

 浜松市内のカフェ 5 店舗を対象に、インスタグラムでの店舗アカウントによる投稿、お

よび店舗についての投稿が多く見られるハッシュタグで検索をした場合に表示される投稿

の観察を行った結果、今回対象とした 5 店舗にはそれぞれ店舗のコンセプト、および（店舗

が推しているかどうかに関わらず）実際に来店したお客さんの間で話題となる、その店舗な

らではの商品や雰囲気があり、それが来店後のインスタグラム投稿を引き起こしている大

きな要因であると考えられる。 

 しかし、店舗投稿において多く発信されるものと第三者投稿において多く発信されるも

のが異なり、そのために両者の投稿を見て店舗に対して抱くイメージが異なる場合が存在

していることがわかった。（表 5.20） 

 

表 5.20 店舗投稿および第三者投稿で多く発信されるもの  

 

インスタグラムユーザは主に写真を通じたイメージの共有によって、その店舗に興味を

持ったり実際に店舗を訪れたりする。第 3 者による投稿は、お店を訪れ、そこで提供された

もの（商品・空間など全てを含めたもの）に好感を持った結果であり、そこで使われる写真

には店舗に行くという体験の中で最も気に入った、または他者に見て欲しいと感じる部分

が現れていると考えられる。そのため、そこから投稿者が店舗に求め、また満たされたニー

ズを把握することで、店舗のコンセプト設定はさらに強めることができ、また更なる第 3 者

の来店および発信につなげられるのではないかという期待を得た。 

 

店舗名 店舗投稿で多く発信 第三者投稿で多く発信 

HARUICHI STYLE 雑貨、パンケーキ パンケーキ、和風な料理・スイーツ 

カフェテラス 1952 ケーキ、イラストプレート アフタヌーンティーセット 

LIBERTY 料理、バースデープレート 料理、店内インテリア 

Brotlieben 動物、パン 料理、パン 

West Goat Coffee ドリンク（ラテ） ドリンク（ラテ） 
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第 6 章 結論 
 

6.1 結論 

 本研究では、マーケティングの観点からインスタグラム利用の発展性を考え、シミュラー

クル型拡散を生むための手がかりを探ることを目的として、浜松市内の大学に通う大学生

へのアンケート調査と、浜松市内のカフェ 5 店舗に関するインスタグラム投稿の観察を行

った。 

浜松市内の大学に通う大学生男女に対するアンケート調査では、インスタグラムを情報

探索に用いるという現象は女性を中心に生じていることがわかり、他者のインスタグラム

投稿は閲覧者の意識および行動に影響を及ぼしている可能性が高いことも示された。自ら

行う投稿（拡散）については、今回調査対象とした「大学生」は 7 割以上の人が自ら飲食店

で投稿を行う可能性があり、発信者となりうる存在として期待できることが明らかになっ

た。投稿を促すためには割引やクーポンなどの金銭的メリットを提示するだけでなく、お店

自体を気に入ってもらうための働きかけも効果があるようだ。 

 浜松市内のカフェ 5 店舗に関するインスタグラム投稿の観察では、インスタグラム内で

店舗および商品について多く投稿がなされている（3.2.3 で述べたインスタグラムにおける

シミュラークル発生過程のうち、実際に「③拡散」が生じている）カフェには、それぞれ店

舗のコンセプト、および（店舗側のオススメ度合いとは別に）来訪者の間で話題となる、そ

の店舗ならではの商品や雰囲気があるという共通点を見出した。また観察を行う中で、店舗

投稿において多く発信されるものと第三者投稿において多く発信されるものが異なり、投

稿から店舗に関して感じ取ることができるイメージが異なる場合が存在していることも明

らかになった。 

 今回の調査では、シミュラークル現象を引き起こすための方法を見出すには至らなかっ

た。しかし、一般投稿者のインスタグラム投稿を促すためには、店舗側は顧客の関心･ニー

ズをいち早く理解し、その点についてメニュー内容の検討や発信活動の強化を行うことが

有効であると推論される。 

 

 

6.2 今後の展望 

 本研究で得られた推論は、より綿密な調査を行い効果を実証することで、店舗がインスタ

グラムアカウント運営を用いたマーケティング活動を行う上で、重要な指針のひとつとな

りうるものだと考える。本研究ではアンケート調査の対象を浜松市内の大学に通う大学生

に絞ったが、インスタグラムは年々ユーザ数が増加し、より多くの年代に利用されつつある

アプリケーションであるため、インスタグラムに関わるユーザの意識・行動を探るためには、

より対象の幅を広げた調査が必要である。投稿観察に関しても、今回はカフェという１ジャ

ンルのみの観察を行ったが、他ジャンルでの観察を行うことで、ジャンルによる特徴や相違
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点も見出す可能性がある。 

一方で、今回はインスタグラム投稿データをまとめて取得する方法が確認できず、手動で

のデータ取得となったために調査・分析にかなりの時間と労力を要した。この方法で顧客の

関心･ニーズを理解しようとすることは、店舗運営と並行して行うには負担が大きく現実的

ではないと感じられた。よって、これらの調査を機械的に行うことができる仕組みを開発す

ることができれば、企業・店舗に新たな視点を与え、より有効なインスタグラムプロモーシ

ョンを行うための大きな可能性を提示することができるのではないか。 
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付録 1 浜松市内の大学生を対象としたアンケート項目 

 

問 0．あなた自身のことについておうかがいします。 

a. あなたの性別を教えてください。 

男性  女性  その他 

  

b. あなたは現在、浜松市に住んでいますか？ 

 はい  いいえ 

 

c. あなたの学年を教えてください。 

学部 1年 2年 3年 4年 修士 1年 2年 博士課程 社会人学生 その他 

 

 d. あなたは今までにインスタグラムを利用したことがありますか？ 

ある  ない 

 

問 1. 外食店舗の選び方についておうかがいします。 

ここでは、あなた自身が浜松市内のカフェを探す場合を想定してください。（同行者の有

無は問いません。） 

 

1-a.  あなたはインスタグラムを使ってお店を探すことがありますか？  

ある  ない 

 

1-b. 質問 1-a で「ア．ある」と回答した方に質問します。 

1-b-1. お店選びにインスタグラムを使う理由について、あてはまるものをすべてお

選びください。 

お店についての口コミ（文章）を見たい     お店や料理の写真を見たい 

お店の基本情報（営業時間など）が知りたい    メニュー･金額を知りたい 

使い方が簡単   情報量が多い  その他（                          ） 

 

1-b-2. インスタグラムを利用してお店選びをする際、最も重視することは次のうち

どれですか？ 

投稿数の多さ      お店についての基本情報（場所･定休日など） 

メニュー情報     写真からわかる料理や店舗の雰囲気 

投稿の内容（文章）  どんなひとが投稿しているか 

その他（                       ） 
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問 2. お店選びとインスタグラムの利用についておうかがいします。 

（インスタグラムを利用していない方は回答する必要はありません。） 

 

2-a. あなたは友人･知人のインスタグラム投稿（ストーリーを含む）をきっかけとし

て、特定の飲食店に興味を持った、または実際にお店に行った経験はありますか？ 

お店に行った経験がある  

お店に興味を持った経験があるが、実際に行ってはいない  ない 

 

2-b. あなたは実際の知りあい以外の人のインスタグラム投稿（ストーリーを含む）を

きっかけとして、特定の飲食店に興味を持った、または実際にお店に行った経験があり

ますか？ 

お店に行った経験がある  

お店に興味を持った経験があるが、実際に行ってはいない  ない 

 

2-c. あなたは過去に、訪れた飲食店（またはそこで食べた料理）についてインスタグ

ラム投稿（ストーリーを含む）したことがありますか？ 

外食をしたときは必ずする、またはすることが多い  

いい写真（動画）が撮れたときに限りする  しない 

 

2-d. 訪れた飲食店においてインスタグラム投稿を促された場合、あなたは投稿を行い

ますか？次のうち最も自分の感覚に近いものを選んでください（ここでの投稿はストー

リーを除きます。）。 

割引･クーポンなど金銭的なメリットがあればする 

割引以外の特典（ドリンクサービスなど）があればする 

そのお店のことが気に入った場合はする 

いい写真（動画）が撮れたときはする 

店員からお願いされたらする 

しない 

 

 

 

 

ご協力ありがとうございました 
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付録 2 各店舗の投稿に付けられたハッシュタグ一覧 
 

● HARUICHI STYLE 

   

 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#日本茶カフェ #日本茶カフェ #日本茶カフェ #日本茶カフェ #haruichistyle #HARUICHI #日本茶カフェ #日本茶カフェ #日本茶カフェ #日本茶カフェ

#遠州 #遠州 #遠州 #遠州 #浜松 #HARUICHISTYLE #遠州 #遠州 #遠州 #遠州

#静岡 #静岡 #静岡 #静岡 #浜松カフェ #トリイソース #静岡 #静岡 #静岡 #静岡

#静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #日本茶 #ジンジャーシロップ #静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県

#浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #煎茶 #農+ #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市

#ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #二十四節気菓子 #浜松 #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル

#丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #冬至 #和カフェ #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし

#心地よい暮らし #心地よい暮らし #心地よい暮らし #心地よい暮らし #雪だるま #心地よい暮らし #心地よい暮らし #心地よい暮らし #心地よい暮らし

#シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし

#暮らしを楽しむ #暮らしを楽しむ #暮らしを楽しむ #暮らしを楽しむ #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE

#HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #はるいち定食 #はるいち定食 #はるいち定食 #はるいち定食

#はるいち定食 #はるいち定食 #はるいち定食 #はるいち定食 #はるぱん #はるぱん #はるぱん #はるぱん

#はるぱん #はるぱん #はるぱん #はるぱん #harupan #harupan #harupan #harupan

#harupan #harupan #harupan #harupan #パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ

#パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ #冬ギフト #冬ギフト #冬ギフト #冬ギフト

#ステンドグラス #冬ギフト #冬ギフト #冬ギフト #お歳暮 #お歳暮 #お歳暮 #お歳暮

#ステンドグラス展 #お歳暮 #お歳暮 #お歳暮 #お年賀 #お年賀 #お年賀 #お年賀

#グラスロケッツ #お年賀 #お年賀 #お年賀 #贈り物 #贈り物 #贈り物 #贈り物

#glassrokets #贈り物 #贈り物 #贈り物 #贈りもの #贈りもの #贈りもの #贈りもの

#贈りもの #贈りもの #贈りもの #ティーバッグ #ティーバッグ #ティーバッグ #ティーバッグ

#ティーバッグ #ティーバッグ #ティーバッグ #日本茶 #日本茶 #日本茶 #日本茶

#日本茶 #日本茶 #日本茶

#お正月 #お正月 #お正月

#お皿 #お皿 #お皿

#サバ缶 #サバ缶

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #haruichistyle #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#日本茶カフェ #日本茶カフェ #日本茶カフェ #日本茶カフェ #HARUICHI STYLE #ハルイチ #ハルイチスタイル #日本茶カフェ #日本茶カフェ #日本茶カフェ

#遠州 #遠州 #遠州 #遠州 #ハルイチ #HARUICHISTYLE #HARUICHI STYLE #遠州 #遠州 #遠州

#静岡 #静岡 #静岡 #静岡 #浜松カフェ #HARUICHI #harupan #静岡 #静岡 #静岡

#静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #和カフェ #HARUPAN #パンケーキ #静岡県 #静岡県 #静岡県

#浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #ハルパン #抹茶 #浜松市 #浜松市 #浜松市

#ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #パンケーキ #ほうじ茶 #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル #ハルイチスタイル

#丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #和カフェ #プレーン #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし #丁寧な暮らし

#心地よい暮らし #心地よい暮らし #心地よい暮らし #心地よい暮らし #浜松カフェ #ふわふわ #心地よい暮らし #心地よい暮らし #心地よい暮らし

#シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #浜松 #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし #シンプルな暮らし

#HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #浜松カフェ #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE #HARUICHISTYLE

#はるいち定食 #はるいち定食 #はるいち定食 #はるいち定食 #日本茶 #はるいち定食 #はるいち定食 #はるいち定食

#はるぱん #はるぱん #はるぱん #はるぱん #日本茶カフェ #はるぱん #はるぱん #はるぱん

#harupan #harupan #harupan #harupan #harupan #harupan #harupan

#パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ #パンケーキ

#抹茶ティラミス #抹茶ティラミス #抹茶ティラミス #抹茶ティラミス #抹茶ティラミス #抹茶ティラミス #抹茶ティラミス

#ほうじ茶クリーム #ほうじ茶クリーム #ほうじ茶クリーム #ほうじ茶クリーム #ほうじ茶クリーム #ほうじ茶クリーム #ほうじ茶クリーム

#メープルバター #メープルバター #メープルバター #メープルバター #メープルバター #メープルバター #メープルバター

#マスカルポーネ #マスカルポーネ #マスカルポーネ #マスカルポーネ #マスカルポーネ #マスカルポーネ #マスカルポーネ

#小倉あん #小倉あん #小倉あん #小倉あん #小倉あん #小倉あん #小倉あん

#メレンゲ #メレンゲ #メレンゲ #メレンゲ #メレンゲ #メレンゲ #メレンゲ

#ふわふわ生地 #ふわふわ生地 #ふわふわ生地 #ふわふわ生地 #ふわふわ生地 #ふわふわ生地 #ふわふわ生地

#クリスマス限定 #クリスマス限定 #クリスマス限定 #クリスマス限定

#クリスマスパンケーキ#クリスマスパンケーキ#クリスマスパンケーキ#クリスマスパンケーキ

#クリスマスケーキ #クリスマスケーキ #クリスマスケーキ #クリスマスケーキ

#クリスマス #クリスマス #クリスマス #クリスマス

#お茶サブレ #お茶サブレ #お茶サブレ #お茶サブレ

#ミックスベリー #ミックスベリー #ミックスベリー #ミックスベリー
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● カフェテラス 1952 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

#カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952

#cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe

#カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り

#浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り

#浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松

#浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中

#浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ

#バースデープレート#バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート

#サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ

#デート #記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #記念日

#記念日 #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム

#カフェスタグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム

#カフェグラム #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部

#カフェ部 #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい

#カフェ好きな人と繋がりたい#アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー

#アフタヌーンティー#クリスマスケーキ #クリスマスケーキ #クリスマスケーキ #クリスマスケーキ #クリスマスケーキ #クリスマスケーキ #ハロウィン #ハロウィン #ハロウィン

#アフタヌーンティーセット#クリスマス #クリスマス #クリスマス #クリスマス #クリスマス #クリスマス #秋メニュー #秋メニュー #秋メニュー

#苺 #ご予約承り中 #ご予約承り中 #ご予約承り中 #ご予約承り中 #ご予約承り中 #ご予約承り中 #秋限定 #秋限定 #秋限定

#季節限定 #クリスマスディナー #クリスマスディナー #サンタクロース #サンタクロース #サンタクロース #サンタクロース #ハロウィンアフタヌーン #ハロウィンアフタヌーン #ハロウィンアフタヌーン

#ご予約承り中 #クリスマス限定 #クリスマス限定 #クリスマス限定 #クリスマス限定 #クリスマス限定 #モンブラン #モンブラン #モンブラン #モンブラン

#シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ #ガトーショコラ #ガトーショコラ #ガトーショコラ #ガトーショコラ

#afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ

#lunch #lunch #lunch #lunch #lunch #lunch #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea

#sweets #sweets #sweets #sweets #sweets #sweets #lunch #lunch #lunch #lunch

#dessert #dessert #dessert #dessert #dessert #dessert #sweets #sweets #sweets #sweets

#dessert #dessert #dessert #dessert

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

#カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952

#cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe

#カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り

#浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り

#浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松

#浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中

#浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ

#バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #オススメパスタ #オススメパスタ #ランチデザート

#サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #シェフオススメ #シェフオススメ #七夕

#記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #キャラクター #アリエル #ナポリタン #ナポリタン #七夕デザート

#カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム

#カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム

#カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部

#カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい

#アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー

#ハロウィン #ハロウィン #夏メニュー #夏メニュー #夏メニュー #夏メニュー #夏メニュー #夏メニュー #夏メニュー #夏メニュー

#秋メニュー #秋メニュー #夏限定 #夏限定 #夏限定 #夏限定 #夏限定 #夏限定 #夏限定 #夏限定

#秋限定 #秋限定 #カキ氷 #カキ氷 #カキ氷 #カキ氷 #カキ氷 #カキ氷 #カキ氷 #カキ氷

#ハロウィンアフタヌーン #ハロウィンアフタヌーン #カキ氷部 #カキ氷部 #カキ氷部 #カキ氷部 #カキ氷部 #カキ氷部 #カキ氷部 #カキ氷部

#エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷

#パスタ #パスタ #抹茶 #抹茶 #抹茶 #抹茶 #抹茶 #抹茶 #抹茶 #抹茶

#シェフおすすめ #シェフおすすめ #ティラミス #ティラミス #ティラミス #ティラミス #ティラミス #ティラミス #ティラミス #ティラミス

#afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea

#lunch #lunch #lunch #lunch #lunch #lunch #lunch #lunch #lunch #lunch

#sweets #sweets #sweets #sweets #sweets #sweets #sweets #sweets #sweets #sweets

#dessert #dessert #dessert #dessert #dessert #dessert #dessert #dessert #dessert #dessert

8 9 10 11 12 13

#カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952 #カフェテラス1952

#cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952 #cafeterrace1952

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe #浜松cafe

#カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り #カフェ巡り

#浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り #浜松カフェ巡り

#浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松

#浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中 #浜松街中

#浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ

#バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート

#サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ #サプライズ

#記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #記念日 #記念日

#カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム #カフェスタグラム

#カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム #カフェグラム

#カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部 #カフェ部

#カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい #カフェ好きな人と繋がりたい

#アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー #アフタヌーンティー

#ハロウィン #ハロウィン #ハロウィン #ハロウィン #ハロウィン #夏メニュー

#秋メニュー #秋メニュー #秋メニュー #秋メニュー #秋メニュー #夏限定

#秋限定 #秋限定 #秋限定 #秋限定 #秋限定 #カキ氷

#ハロウィンアフタヌーン #ハロウィンアフタヌーン #ハロウィンアフタヌーン #ハロウィンアフタヌーン #ハロウィンアフタヌーン #カキ氷部

#モンブラン #モンブラン #モンブラン #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷 #エスプーマカキ氷

#ガトーショコラ #ガトーショコラ #ガトーショコラ #パスタ #パスタ #抹茶

#シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ #シェフおすすめ #ティラミス

#afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea #afternoontea

#lunch #lunch #lunch #lunch #lunch #lunch

#sweets #sweets #sweets #sweets #sweets #sweets

#dessert #dessert #dessert #dessert #dessert #dessert
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● café&kitchen LIBERTY 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6

#カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ

#浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ

#浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#STAUB #STAUB #STAUB #STAUB #STAUB #STAUB

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#ランチ #ランチ #ランチ #ランチ #ランチ #ランチ

#ディナー #ディナー #ディナー #ディナー #ディナー #ディナー

#女子会 #女子会 #女子会 #女子会 #女子会 #女子会

#ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム

#ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ

#チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート

#キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム

#峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛

#引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳

#デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター

#バースデー #バースデー #バースデー #バースデー #バースデー #バースデー

#バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート

#白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス

#ラクレットチーズドッグ

7 8 9 10 11 12 13

#カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ

#浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ

#浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#STAUB #STAUB #STAUB #STAUB #STAUB #STAUB #STAUB

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#ランチ #ランチ #ランチ #ランチ #ランチ #ランチ #ランチ

#ディナー #ディナー #ディナー #ディナー #ディナー #ディナー #ディナー

#女子会 #女子会 #女子会 #女子会 #女子会 #女子会 #女子会

#ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム

#ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ

#チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート

#キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム

#峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛

#引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳

#デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター

#バースデー #バースデー #バースデー #バースデー #バースデー #バースデー #バースデー

#バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート

#白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス #白いオムライス

14 15 16 17 18 19 20

#カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ #カフェアンドキッチンリバティ

#浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ

#浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー #浜松ディナー

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#STAUB #STAUB #STAUB #STAUB #STAUB #STAUB #STAUB

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#ランチ #ランチ #ランチ #ランチ #ランチ #ランチ #ランチ

#ディナー #ディナー #ディナー #ディナー #ディナー #ディナー #ディナー

#女子会 #女子会 #女子会 #女子会 #女子会 #女子会 #女子会

#ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム #ソフトクリーム

#ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ #ラクレットチーズ

#チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート #チョークアート

#キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム #キッズルーム

#峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛 #峯野牛

#引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳 #引佐牛乳

#デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター #デトックスウォーター

#バースデー #バースデー #バースデー #バースデー #バースデー #バースデー #バースデー

#バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート #バースデープレート

#白いオムライス #白いオムライス #クリスマスディナー



51 

 

● Brotlieben 

 

 

 

  

1 2 3 4 5 6 7

#ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン

#ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ

#ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋

#ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ

#ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ

#静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県

#浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市

#都田町 #都田町 #都田町 #都田町 #都田町 #都田町

#ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店

#サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド

#バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック

#サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック

#サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店

#ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可

#ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン

#自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母

#ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン

#ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ

#馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ

#腎不全猫

8 9 10 11 12 13 14

#ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン

#ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ

#ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋

#ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ

#ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ

#静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県

#浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市

#都田町 #都田町 #都田町 #都田町 #都田町 #都田町 #都田町

#ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店

#サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド

#バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック

#サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック

#サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店

#ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可

#ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン

#自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母

#ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン

#ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ

#馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ

#腎不全猫 #腎不全猫

15 16 17 18 19 20

#ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン #ブロートリーベン

#ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ #ヤギ

#ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋 #ヤギのいるパン屋

#ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ #ヤギのいるカフェ

#ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ #ヤギのいるベーカリーカフェ

#静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県 #静岡県

#浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市

#都田町 #都田町 #都田町 #都田町 #都田町 #都田町

#ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店 #ブロートリーベン都田店

#サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド #サイクルスタンド

#バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック #バイクラック

#サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック #サイクルラック

#サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店 #サイクルラック設置店

#ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可 #ペット可

#ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン #ドッグラン

#自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母 #自家製酵母

#ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン #ドイツパン

#ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ #ベーカリーカフェ

#馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ #馬のいるカフェ

#しつけ教室 #シュトーレン

#ドッグトレーニング #シュトレン

#クリスマス菓子
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● West Goat Coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7

#ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #westgoatcoffee #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #westgoatcoffee

#westgoatcoffee #westgoatcoffee #ウエストゴートコーヒー #westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee #ウエストゴートコーヒー

#コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド

#カフェ #カフェ #カフェ #カフェ #カフェ

#浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松

#浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu

#静岡 #静岡 #静岡 #静岡 #静岡

#静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り

#アート #アート #アート #アート #アート

#コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー

#コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き

#coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover

#浜松グルメ #浜松グルメ #浜松グルメ #浜松グルメ #浜松グルメ

#浜松市中区 #浜松市中区 #浜松市中区 #浜松市中区 #浜松市中区

#はままつ #はままつ #はままつ #はままつ #はままつ

#浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松ランチ

#latteart #ラテアート #ラテアート

#latteart

#カフェモカ

8 9 10 11 12 13 14

#ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー

#westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee

#コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド

#カフェ #カフェ #カフェ #カフェ #カフェ #カフェ #カフェ

#浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松

#浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu

#静岡 #静岡 #静岡 #静岡 #静岡 #静岡 #静岡

#静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り

#アート #アート #アート #アート #アート #アート #アート

#コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー

#コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き

#coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover

#浜松グルメ #浜松グルメ #浜松グルメ #浜松グルメ #浜松グルメ #浜松ランチ #ドリップバック

#浜松ランチ #はままつ #浜松美容院 #浜松美容院 #浜松ランチ #浜松美容院 #静岡カフェ

#浜松市中区 #浜松美容院 #浜松ランチ #浜松ランチ #浜松市カフェ #浜松市カフェ #浜松美容院

#はままつ #浜松ランチ #浜松駅 #浜松駅 #静岡カフェ #静岡カフェ #浜松ランチ

#浜松美容院 #浜松駅 #はままつ #浜松駅周辺 #浜松美容院 #浜松グルメ #静岡グルメ

#浜松市カフェ #浜松ママ #浜松市中区 #浜松おしゃれ #浜松グルメ

#浜松市中区 #ラテアート

#ラテアート #カフェモカ

#latteart #スペシャルティコーヒー

#cafe

#cafelatte

15 16 17 18 19 20

#ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー #ウエストゴートコーヒー

#westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee #westgoatcoffee

#コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド #コーヒースタンド

#カフェ #カフェ #カフェ #カフェ #カフェ #カフェ

#浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松 #浜松

#浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市 #浜松市

#浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ #浜松カフェ

#cafe #cafe #cafe #cafe #cafe #cafe

#hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu #hamamatsu

#静岡 #静岡 #静岡 #静岡 #静岡 #静岡

#静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り #静岡カフェ巡り

#アート #アート #アート #アート #アート #アート

#コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー #コーヒー

#コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き #コーヒー好き

#coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover #coffeelover

#浜松ランチ #静岡カフェ #浜松美容院 #浜松美容院 #浜松ランチ #静岡グルメ

#静岡グルメ #浜松グルメ #浜松ランチ #静岡グルメ #浜松美容院 #静岡ランチ

#浜松美容院 #浜松美容院 #静岡グルメ #スペシャルティコーヒー #静岡グルメ #浜松グルメ

#スペシャルティコーヒー #浜松ランチ #latteart #浜松グルメ #浜松グルメ #浜松美容院

#静岡グルメ #浜松グルメ #カフェラテ #スペシャルティコーヒー #浜松ランチ

#latteart #ラテアート #浜松城

#ourcoffee #latteart #浜松コーヒー

#スペシャルティコーヒー #ラテアート

#カフェラテ #latteart

#ラテアート #latte


