
年齢 性別

① カフェで混雑
しているときに1
人でパソコン仕事

をしている人を見

て邪魔だと思いま

すか？

② カフェで混雑
しているときに1
人で滞在する時

間は何時間まで

ならOKだと思い
ますか？

③ ②の質問で答えた理由を教えてください

30代 男性 気にならない 1時間以内

もともと席を利用するのに別料金を取られないとい

うことは席の利用料も含んだ金額を払っていると考

えています。あまりにも長い時間占有するのは迷惑

だと思いますが、待ち合わせや打合せのための滞在

は常識の範囲内と考えると1時間程度は妥当と考えま
す。

40代 女性 気にならない
何時間滞在して

もいい

そのカフェで「混雑している時に勉強や仕事はお控

えください」とか「ご利用は何分以内にお願いしま

す」と書いてあるのならば話が別ですが、カフェは

飲み物を飲むだけではなく、そこに滞在する時間も

込みでのサービスだと思うので、どのくらい滞在す

るかはその人の自由だと思います。

20代 男性 邪魔だと思う 1時間以内

勉強はカフェじゃなくても出来るので、混雑してる

ときくらいは1時間以内におさめて他の人に席を譲る
べきだと思ったからです。もし長時間勉強したいん

だったら図書館や人の少ないカフェに行った方が良

いと思います。

20代 女性 気にならない
何時間滞在して

もいい

混んでいるのはその人1人のせいではないし、立派な
お客さんなので、人数で周りに気を使う必要はない

と思うからです。1人で来て寝ていたら邪魔だと思い
ますが、きちんとお店のルールの中で利用している

のなら、特に何も思いません。

30代 女性 気にならない 2時間以内

だいたいどこの飲食店でも、混雑している時は二時

間制をとっているお店が多いからです。そもそもカ

フェはゆっくりしたい時に入るものだと思うから、

混雑していても二時間位はいても良いと思います。

先に入店したもんがちだと考えます。



30代 女性 邪魔だと思う 30分以内

正直、空いていれば好きなだけいていいと素直に思

えますが、自分が使いたいのに混雑していると、空

けろよという気持ちと、自分は後から来たんだか

ら、前に来ている人を尊重したいという気持ちの両

者で揺れます。でも、本音は空けてほしいので、飲

食後にすぐに退店してほしいです。30分あれば、休
憩を含めて足りるのではと思います。

30代 女性 気にならない 1時間以内

カフェに入ってお金を支払うということは、飲食代

としてだけではなくその空間を利用するという意味

があると思うので、短時間で切り上げる義務はない

と思う。ただ、他にも利用したい方が多い状況なら

ばあまり長時間場所を占拠せず、譲る気持ちも持ち

たいと自分自身が思っているため。

40代 男性 邪魔だと思う 30分以内

カフェは食事だけではなく休憩するという場所でも

あるのはわかるのですが、大体30分もあれば十分だ
と思うんですよね。 
他にお客様がいて混雑してるなら、さっさと退店し

て席を空けてあげるべきだと思います。お店も商売

なんですから。

20代 女性 邪魔だと思う 30分以内

カフェはあくまで飲食をする場所です。 
混雑時に周りも気にせず作業を続けるのは良くない

と思います。 
中には急いでいてすぐに利用したい人もいるはずで

す。 
混雑してきたら、食事が済んでいる場合は速やかに

別の空いているカフェに移動することや、長時間利

用したいなら図書館などを利用するべきだと思いま

す。

50代 男性 気にならない 1時間以内

まず混雑していて色々な会話が聞えてくる場所でよ

く勉強が出来るなと思ってしまいますが、個人的に

はそのような人がいても全く気になりません。資料

の整理とかファイルのまとめなどであればそれも可

能なのでしょう。しかし一般的に店に滞在できる時

間は飲食店なら1時間ほどが常識的と思いますので、
これ以内ならOKだと思います。



30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

回りの状況を見て、混雑していたら席を空けるのが

常識だと思います。私が見ているなかで、そう言う

人は飲み物や食べ物は既に飲食が終わっている人が

殆んどです。混雑しているしてないに関わらず、お

店の迷惑にもなると思うからです。

20代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

私はママ友や子供や夫とカフェに伺う事がありま

す。一人で勉学やノートパソコンを行っている方を

拝見した際に図書館や家で行ったら良いのにと思い

ます。混雑している時は雑音があって集中出来ない

と思うし邪魔になる事で混雑に繋がるからです。

30代 女性 邪魔だと思う 30分以内

ほとんど客が居ない場合は何時間でも好きなだけ居

てもいいと思いますが、混雑している場合は他の人

たちの迷惑になるので，用事が終わったらサッサと

店を出て欲しいですし、迷惑にならない他の場所で

仕事や勉強をして欲しいです。

40代 女性 邪魔だと思う 30分以内

空いている時とかなら別に気にならないですが、混

んでいる時に、作業は他でも出来るのに長い時間一

人で勉強やパソコンなどをされると正直邪魔だなと

思ってしまいます。家でやるか、図書館などに行け

ば良いのにと思います。

40代 女性 気にならない 1時間以内

個人経営の飲食店でアルバイトをしていた時に、店

長から1人で来ているお客さんの食べ終わったお皿は
積極的に下げないように言われていました。 
お客さんが長居し辛くなるからです。 
しかし1時間を越えて居座られた場合は下げるように
とも言われていたので、それ以来一人で滞在するの

に適した時間は何となく1時間以内だと思っていま
す。

30代 男性 邪魔だと思う 2時間以内

ゆっくりとお茶をして軽い食事などをして、直ぐに

動くのも良く無いと思うので、最低30分から1時間
くらいはゆっくりした方が良いと思うから。 
それならば1時間でも収まると思いますが、余裕を持
たせたの2時間以内だと思います。



40代 女性 気にならない 1時間以内

カフェにもよりますが、注文してから受け取るまで

に席を確保しておきたいので30分だと待ってる時間
の方が長くなってしまう気がしたからです。 
休みたい気持ちでカフェに向かうことが多いのでせ

めて1時間は許してほしいです。

40代 女性 邪魔だと思う 30分以内

混雑している時に一人黙々と勉強やパソコンなどを

やられていると、煩くしないようについつい気を

使ってしまうので邪魔だなと感じてしまいます。15
分程度ならいいですが、30分以上居られるととても
気になり、友人との会話に集中できないです。

30代 女性 気にならない
何時間滞在して

もいい

リモートワークが多い中、営業中の合間、カフェの

店舗での張り紙などの制限がなければ特に気になり

ません。 
逆にお仕事をしながら食事をされていたりするのを

見るとかっこいいなぁとも思います。 
広い場所を堂々と使用していたりしなければ良いと

思います。

40代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

混雑していないときのカフェなら、普通に1時間くら
いはくつろいでいても大丈夫だと思います。自分の

場合は混雑している状況だと30分以内で出るように
しているのですが、パソコンを使っている人など、

どうしてもその時間にやらなくてはいけない事情が

ある人もいると思うので、1時間くらいなら許容範囲
です。

30代 男性 邪魔だと思う 1時間以内

混雑しているときには席の占領はお店に迷惑なの

で、あまりにも長く滞在してしまうとお店が潰れて

しまうことにつながりかねないからやるべきではな

いと思うのですが、カフェで休憩や待ち合わせ等で

の常識的な滞在はかまわないとも思います。なので

１時間以内くらいなら許されるかと思います。



40代 男性 邪魔だと思う 1時間以内

食事をする場なので食事以外の利用は邪魔。混雑時

は特に。しかし、少なくとも注文をしている以上は1
時間は食事時間を設けても良いと思う。それ以上は

飲食をしていないのであれば席を開けるか追加注文

をするべき。しかし、飲み放題の場合は文句を言え

ない

40代 男性 気にならない
何時間滞在して

もいい

店側で了承してるのであれば客がとやかくいうこと

ではなく、それは各店によっての判断で成り立つと

思います。店は30分で退去してもらいたいのであれ
ばその旨を伝えるでしょうし既に出ていて席は空い

ているでしょう。

50代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

混雑している事がわかれば、食事を取った場合1時間
と換算して1時間をメドにした方がいいと思う。並ん
で待っている人を横目に仕事や勉強はあり得ないと

思う。空席が沢山ある時間帯は店舗が了承するなら

問題ないと思う。基本、カフェは軽食＆お茶をする

ところというのをわきまえた方がいいと思う。

30代 男性 気にならない 1時間以内

混雑している状況の中でも１時間なら全く問題ない

と思います。お金を払って入店している以上はサー

ビスに入っていると思います。ただ１時間半を超え

る時間になってくると流石にちょっと帰ってもらい

たいレベルになってくると思います。

30代 女性 気にならない 30分以内

カフェが混んでるのに1人でゆっくりしている人を見
たら、ちょっと空気読めない人なのかなって思って

しまう。周りに気をつかってお茶飲んだりしたら

ゆっくりせず店を出ようと自分だったら思うので30
分以内がベストだと。

30代 男性 邪魔だと思う 1時間以内

ファミレス等ではだいたいが1時間30分ぐらいで混
雑している時はお声かけする決まりになっている所

が多いので、混雑していようが最低1人に与えられた
時間は1時間30分ぐらいだという感覚がある。しか
し、混雑しているのであれば1時間ぐらいで周りを気
づかって店をでるのもいいと思うから。



50代 男性 気にならない 1時間以内

まず質問としては、混雑しているのに1人で何席かを
占有してしまっている状態は何時間までOKか、とい
うことだろうと思いますが、個人的には全くそのよ

うな人がいても気になりませんが、自分がその立場

にいたら30分もいないと思います。

30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

カフェで勉強や仕事、落ち着くのわかります。で

も、混んでいる時に何時間も居座るのはやっぱり目

につきます。ゆっくりコーヒーを飲んだとして1時間
くらいかと。1人と言わず、数名のグループでずっと
おしゃべりしているのも気になりますが…店側が
ゆっくりくつろぐことを提供したいと思っているの

なら、満席になった時点で入店してきた人に満席で

あることをアナウンスしてほしいです。

50代 女性 邪魔だと思う
何時間滞在して

もいい

混雑しているのに邪魔だと思うけれど、滞在時間も

そこでの行動も制限されているわけではないなら、

結局のところ気の済むまでいても良いと思います。

店側が注意を促すか混雑してるから席を空けてあげ

ないとと滞在者が気を使わない限り何時間滞在して

も構わないと思います。

40代 女性 気にならない 2時間以内

カフェはそれぞれの目的があって来ていると思うの

で、別に一人で作業して長居してもいいと思いま

す。むしろ勉強などしている人がいると、こちらも

長居しても気が楽なので。ただ、二時間以上だとさ

すがに回転率が悪くなってしまうので、混んでいる

なら譲るべきだと思います。

40代 女性 気にならない 2時間以内

1⼈で仕事をしていても、複数⼈でお茶を飲みながら
会話をしていても同じようにお金を払って利用して

いるお客さんだからそんなに気になりません。た

だ、混雑時に1人席やカウンターなどがあるのに、大
きなテーブル席を1人で長時間利用するのは、良くな
いと思います。

40代 男性 気にならない
何時間滞在して

もいい

カフェでは一人のそのような時間を楽しむ場である

と思っているのでわざわざ状況まで気を使う事はな

いと思うし、それがダメであるなら、店側が長時間

いる事が出来ない雰囲気を作るなど対策をすれば良

いと考えているからです。



20代 女性 邪魔だと思う 30分以内

店内が混雑しているときは、スムーズな流れを作る

ためにも客側も配慮が必要だと思う。 
そんな状況の中で、勉強やパソコンをしている人が

いたら、マイペースな人だなと思ってしまう。 
私が客だったら飲食を終えて少ししたら店を出る。

30代 男性 気にならない 30分以内

カフェでご飯を食べるときに、食べ終わるまでの時

間が大体30分くらいだと思います。混んでいるとき
は、大体それくらいの時間が滞在時間のリミットか

なと個人的には思います。ですから、それくらいの

時間で席を立って帰るのがマナーかなと考えまし

た。

30代 女性 気にならない 2時間以内

居酒屋などでも混雑時の時間制限は二時間のところ

が多いので、カフェでも同様の時間くらいはゆっく

り過ごしても良いと思うし、お金を払っているので

あればある程度自由に過ごす時間を与えてあげるの

は当然だと思うからです。

30代 女性 気にならない 2時間以内

2時間程度なら、みなさんカフェでゆっくりしゃべっ
たりしていると普通に過ぎる範囲だと思います。基

本的に個人の自由だと思うのですが、混んでいる状

態で何時間もいるのは、お店としても困るのではな

いかなと思います。

30代 女性 気にならない
何時間滞在して

もいい

コーヒー１パイで何時間もべらべらしゃべって、う

るさい団体のおばさんよりはずっと良いと思います

（またこういう人は声がでかい、目立ちたい） 
一人の人はうるさくも無いですし、誰の邪魔もして

いません 
おばさん連中は邪魔です

40代 女性 気にならない
何時間滞在して

もいい

店側が制限時間を設けていないなら、何時間滞在し

ようと客の自由。混雑している中で、一人の客がそ

れに気を使って出て行ったところで、混雑が緩和さ

れるわけでもなし。それに、混雑しているといって

も一日中混みっぱなしということもないと思うの

で。



30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

カフェは飲食する場所であり、パソコンや勉強に使

うような場所ではないからです。飲食のみの利用で

あれば一時間で充分ですし、待ち合わせや時間潰し

であってもそのぐらいの時間で足りると思います。

また、混雑時に配慮するのは当たり前だからです。

20代 女性 気にならない 30分以内

混雑している時はやっぱり譲り合うことが大切だか

らです。忙しくて店側から声をかけるのは難しい時

もあると思うので、混雑だとわかったらなるべく早

く店から出た方がいいかなと思います。 
また一人なら判断しやすいと思うからです。

20代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

空いているときであれば、コーヒー代に席代も含ま

れていると思うので何時間でも滞在しても良いと思

う。しかし混んでいるときであれば、客同士で席を

譲り合うのが当然だと思うし店側も稼ぎ時であると

思うので邪魔だと思う。

40代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

おしゃれな感じのカフェで、いただく飲み物やお菓

子はおいしいです。同時に、いつもと違う形で、コ

ミュニケーションの花が開くことも多々あります。 
ある程度、話をしたいこともあるでしょうし、SNS
をチェックしたいこともあるかもしれません。 
みんなおいしく、楽しい、そんな気持ちを分け合え

るのは、１時間以内で十分だと思います。

30代 男性 邪魔だと思う 1時間以内

混雑してなかったら何時間でもいていいと思うが、

混雑しているなら飲食だけをしてなるべく早く出た

方が店にとっても待っている客にとっても良いと思

うから。30分以内だと忙しなくて急いで食べないと
いけないし、1時間位がちょうどゆっくり食べれてい
いと思う。



30代 男性 邪魔だと思う 30分以内

混雑していて待っている他の客もいるときに飲食以

外の目的で滞在されると迷惑がかかります。 
さらに、1人でというとテーブルを独占していること
もあり得ますし店の回転率も下がってしまいます。 
混雑時は店側が注意書きや声掛けをしていいと思い

ます。 
ただ、たくさんの席が空いている時間帯なら問題な

いと思います。

50代 男性 気にならない 30分以内

飲み物や軽食の対価を支払っているとはいえパブ

リックスペースだと思うので、混雑しているときに

は譲り合いの精神で配慮が必要だと思うから。また

混雑しているときには自分自身も落ち着けずくつろ

げないので早めに切り上げています。

40代 女性 邪魔だと思う 30分以内

1⼈でも複数でも、カフェが混雑していたらさっさと
飲んで立ち去るのがマナーだと思っています。人の

気持ちがわかるなら、そうすると思います。仕事や

パソコンは家でもすることができるので、混んでい

るカフェでするのは非常識だと思います。

30代 男性 気にならない
何時間滞在して

もいい

タダで座っているんじゃなくお金を払っているんだ

から、周りのことは気にせずに何時間でも滞在して

いいと思います。もしも迷惑だと思うのなら店員が

注意をすると思うので、そうじゃなければ店内が混

雑していようが、他の人が迷惑だと思っていようが

関係ありません。

40代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

基本的にカフェは飲食をしたりするところだと思い

ます。空いてる時はあまり時間を気にしなくていい

と思いますが、混んでる時は1時間以内で席を立ち、
他の人に譲ってあげた方がいいと思います。私自身

は待ってる人が気になって、それ以上は座ってられ

ません。



40代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

カフェが休憩をする場所、時間を潰す場所だとして

も1時間以内がマナーだと思います。混雑しているの
に長時間居ると他のお客さんの待ち時間が長引いた

り、お店側としても回転率が悪いと利益が上がらな

いので困ると思います。お店によっては、長時間滞

在について貼り紙しているところもあるので、お店

の意向に従った方が良いと思います。

50代 男性 邪魔だと思う 1時間以内

混雑していると席が空くのを待っている人の視線が

気になって落ち着けないために1時間以上滞在するの
は憚られるからです。とは言え、30分程度だと注文
したものを急いで飲んだり食べたりするとすぐに席

を立たなければならず、少しは落ち着きたいので1時
間程度が妥当だと思います。

40代 男性 気にならない
何時間滞在して

もいい

最近のカフェでは、フリーWi-Fiであったり、スマホ
やタブレット、パソコンなどが充電できるように

なっていたりと長時間いても快適なような設備が

整っています。つまりカフェとは長時間滞在しても

良いという場所であるという認識なので、同じ値段

を払っている以上、混雑していようがしていまいが

客の考える事ではないと思うから。

20代 女性 邪魔だと思う 30分以内

混雑しているカフェで勉強や仕事がよくできるなと

思います。なぜなら、まず混雑している=うるさい
し、カフェ的にも邪魔だな、空気読んで外でやって

くれたら嬉しいなと思うのではないかと思うからで

す。空いていたらいくらでも居て良いと思います

が、混んでいるときは周りを見て早く店を出たほう

が良いと思います。

30代 女性 気にならない 1時間以内

仕事や勉強でゆっくりしたい気持ちもわかります

が、飲み物とフードだけで2時間となると店側にも他
のお客さんにも少し迷惑かなと思います。空いてい

る時であれば構わないと思うので、混雑状況も気に

しながらくつろぐべきだと思います。



40代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

ずっと居続けるのは、さすがに迷惑。お店にも、他

のお客さんにも。ただ、休憩がてらに仕事もしな

きゃと言う人もいるだろうから、そこは考慮して、

大体1時間くらいまでなら許容範囲かなと思います。
混雑してないお店だったとしても、それくらいが限

度かなと思います。

20代 女性 気にならない 1時間以内

あまり注文もしないでしょうし、本来の使い方から

それているように感じるからです。 
カフェはあくまでも飲食店なのでにぎわっていたら

集中できなさそうでお客さんの性格次第では「あの

人作業してるし静かにしよう」と気を遣わせます。 
仕事や勉強は図書館などで行ったほうがもっと集中

できるのでは？と感じます。

40代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

自分ひとりで混雑しているカフェに来ていて、席が

空くのを待っている人がいるなら、注文した品物を

飲食したら帰ります。勉強やパソコン仕事をして長

時間席を占有している人を見ると、周りが見えない

無神経なひとだなと思います。

50代 女性 気にならない 1時間以内

あくまでもお店側の判断になると思いますが、混雑

している時には1時間が限界かなと思います。カフェ
などの飲食店で勉強などをする時は、混雑する時間

帯を外してするようにした方がお互いにとって気持

ち良いと思います。

30代 女性 邪魔だと思う 30分以内

カフェは勉強や仕事をする場ではなく、あくまで

ちょっとお茶やコーヒーを飲んで落ち着いたり軽食

を食べて小腹を満たしたりと一休みする場であると

考えています。 
そのため少し休んだり軽食を摂るだけであれば、ひ

とりならば30分あれば十分ではないかとと思ったた
めです。

40代 男性 邪魔だと思う 30分以内

空いている時なら全然問題じゃないですけど、混雑

してるんだったら話は別です、その時に勉強やパソ

コン仕事をしてたら、場違いであるし明らかにマ

ナー違反だと思います。一人一人が、カフェはみん

なで楽しむものだと意識すれば、みんなが不自由な

く平等にカフェで楽しむことができると思います。



30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

休憩や食事などで、1人で1時間ほど滞在するのは仕
方ないです。それなら、許せます。しかし、カフェ

が混雑している状況で周囲の状況を気にせずに勉強

やパソコン仕事をしているのは、他の人の迷惑にな

ると思います。

30代 女性 邪魔だと思う 2時間以内

カフェで作業をするのは店員さんにとってはとても

迷惑だと思うので、もし居座り続けたいのなら新た

に再度注文をしてもらいたいと思います。そうすれ

ばカフェ側もお客さんだと思えるので仕方が無いと

思います。 
他のお客さんにも譲る気持ちを持って頂けるとあり

がたいです。

30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

1⼈席や2⼈席ならまだいいのですが、4⼈席で堂々
と書類やパソコンを広げて仕事や勉強をしているの

は常識に欠けると思います。ドリンクを注文してい

るので1時間くらいはいいと思いますが、最初からど
れだけ混んでいても篭ろうと決めて開き直っている

人が最近多いと思います。

40代 女性 気にならない 3時間以内

自分が席を確保できているのであれば、気になりま

せんが、待たなければいけない時は勉強やパソコン

仕事をしている人が長く居座っていたら邪魔だなぁ

と思うと思います。ただ、一応、その方たちもお客

なので、3時間までなら許容範囲かなと思います。

40代 男性 気にならない 2時間以内

２時間以内なら良いというのには条件がある意見で

す。１つの商品だけの注文で２時間は良くないと思

いますが、追加でドリンクなどを注文すればOKだと
思います。混雑している時には周りに気を遣い、き

ちんと一人分のスペースで作業していることも条件

です。

40代 女性 気にならない
何時間滞在して

もいい

一人でパソコンや勉強だったら、うるさいわけでも

なく、周りに迷惑をかけるわけでもないので、全く

気になりません。その人もお客さんの一人な訳なの

で、何時間カフェにいようが、基本的にはその人の

自由だと思います。



30代 女性 気にならない 1時間以内

私もよくカフェで1人で勉強をしたりすることがある
のですが、やっぱりいつもと違う環境で勉強したり

すると気分が違うので新鮮な気持ちになれ勉強がは

かどるなと思うことが多かったです｡気分転換にもな

るので！けど、周りをみると混雑してる様であれば1
時間以内には出てました｡1時間以内だと長くもなく
短くもなくの様な感じがするので調度いいと思いま

す｡

40代 女性 邪魔だと思う 30分以内

待っている立場で考えると、やはりゆっくりし過ぎ

ている人にはイライラしますね。周りを見て気を

遣ってほしいなと感じます。せっかくそのお店を調

べて行っている人も多いので、楽しみを分けてあげ

てほしいなと思います。

30代 女性 邪魔だと思う 2時間以内

勉強やパソコンを広げていない他の人たちも、長時

間にわたり友達と話していたり待ち合わせにずっと

待っていたりと使っている人がいるかもしれないの

で、一般的なマナーとして2時間までなら、お金も
払ってカフェを利用しているなら使っていても良い

と思います。

30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

空いている時なら何も思わない。 
ただ、1人で来ている来ていないに関わらず、混雑し
ている時なら待っている人もいるはずなので、注文

したものの飲食が終わったら席を空けたほうがいい

と思うから。 
長くても1時間あれば全て食べ終わるだろうと思うの
で、1時間以内にした。

20代 男性 邪魔だと思う 1時間以内

基本的にカフェなどのスペースはゆったりとした時

間を過ごすのに最適な場所だと思いますが、混雑し

ている状況においてはTPOに応じて対応する必要が
あると思います。1時間もあれば十分ゆっくりできる
と思いますし、満足のいく時間を過ごせると思いま

す。

40代 男性 気にならない 1時間以内

何も注文しなければ単なる迷惑行為なので、何かし

ら注文していれば問題ないと思う。あとはできるだ

け場所を取らないとか、滞在時間を減らすといった

周囲への配慮があれば良い。常識の範疇であれば私

は気にしません。



40代 男性 気にならない
何時間滞在して

もいい

今ではパソコン仕事の風景も見慣れてしまったので

気にならなくなりました。利用する側の方も自分の

用を足すのに集中していると思います。でもお店の

人にとってはお客の回転率が悪くなるので時間に関

係なく早く済ませてほしいですよね。

20代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

混雑しているときに飲み物一杯でいつまでもいる人

は店にとっては迷惑だと思う。もっと高いお金を出

して人の少ないカフェに行ってほしい。勉強してい

るらしき学生も、混雑したカフェでなんか勉強が頭

に入らないだろうから、家に帰ってやればいいのに

と思う。

30代 男性 邪魔だと思う 30分以内

使いたい人が他にも沢山いるのに自分の都合だけし

か考えず独占してしまうのは問題だと思いますし、

お店側も回転させてなんぼなので利益を阻害してい

まいます。たかだか数百円で自由に使えると思って

いるのは大間違も甚だしいと個人的には考えます。

30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

混んでいる時はみんなで協力して席を譲るべきだと

思うから。 
みんなが座りたいのに長時間独占するのはマナー違

反と思うから。 
お店側も混雑時はある程度、時間を設けていいると

思うし、1時間休めば次の目的地に行けると思うか
ら。

20代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

カフェでがっつりとご飯を食べるということはあま

りないだろうから、食べるのにかかるとしても30分
以内だとして、混雑しているということは注文して

から届くまでに結構時間がかかるだろうから合わせ

ても長くて大体1時間くらいだろうと思ったから。

20代 男性 気にならない 1時間以内

正直混雑している時にいられると、店側的には止め

てほしいと思うかもしれませんが、あまり長いをし

なくて、よっぽど店側と他のお客さんに対して迷惑

な行為をしない限りは、許容してもいいんじゃない

かなと思うからです。



40代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

飲み物を楽しんで一休みするのにそんなに時間はか

からないと感じるし、次に休みたい人、待っている

人の為に席を立った方が良いと思う。混雑時になら

尚更状況を把握して勉強やパソコンがしたかったら

図書館やフードコートなど長居できる場所に移動し

た方が良いと思う。

30代 男性 邪魔だと思う 1時間以内

カフェで少し落ち着いたらもう出た方が店の為に良

いと思ったので。食事をしたとしても一時間あれば

余裕で食べ終われるはずなので、店が長時間居ても

良いと許可しているなら良いがその後ずっとカフェ

で時間を潰すのも罪悪感を感じる。

40代 女性 気にならない 3時間以内

1⼈で勉強やパソコン仕事をしている⼈もお客さんな
ので、基本的には気になりません。但し、世の中に

は限度と言うものが有りますから、3時間を超えて滞
在し続けるのは非常識だと思います。何事も節度が

大事ではないでしょうか。

30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

飲み物だけでなく、食べ物を含めても1時間くらいが
妥当かと思います。 
私は結構人目を気にするタイプなので、混んでいる

中でしたら、逆に落ち着かなく早く出たいです。即

食べて少しゆっくりして、大体1時間くらいで出ま
す。基本的にカフェで勉強出来ないタイプなので、

何時間いてもいいは考えられないです。

50代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

カフェが混雑している時は絶対ダメでしょう。１人

でカウンター席ならまだ我慢もできるが、テーブル

席の２名以上座ることができる席だと迷惑以外ない

と思う。軽食込で１時間滞在がメドだと思う。仕事

や勉強はカフェがすいているときにだけが常識と思

う。ながいはカフェも迷惑ですよね。

30代 男性 邪魔だと思う
何時間滞在して

もいい

店舗の立地や時間帯にも依ると思うが、混雑してい

るのに長時間居座るというのは、同じ客の目線で見

ると迷惑だと思うし、空気を読んでくれよと思う。

自分なら絶対にしない。ただ、これはあくまでもお

店の人と各々のお客さんの問題なのであって、店舗

側が問題視していないのであれば、何時間滞在して

も差し支えないと言わざるを得ない為。



20代 男性 邪魔だと思う 30分以内

結論から言うとカフェや喫茶店の混雑時において一

人で仕事や勉強などをすることは反対です。しか

し、カフェなどで勉強もしくは、仕事をすることは

今や珍しいことではないと思います。なので、その

時々の進捗具合などによりすぐに切り上げられない

ということもあるかと思います。ですので、他の人

のことを考えると30分以内が妥当ではないかと思わ
れます。

30代 女性 気にならない 2時間以内

混んでいるのに４人がけの席に１人で座っている、

長々と電話をしている、となると、30分でも
「えーっ、困るなぁ」と思うが、１人がけや２人が

けの席ならば、お店の人はどう思うかわからない

が、２時間くらいならいても良いのでは、と思う。

30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

混雑中のカフェに一人で勉強や仕事で滞在するとし

ても、注文した飲食物を飲食し終わるのに30分では
短く、1時間くらいは見てもよいのではと思うからで
す。もう少し滞在するならば、飲み物や食べ物を追

加して購入するなどの配慮があればいいのではと思

います。ただ、一人での作業に限らず、食べ終わっ

ているのに誰かと話すのに複数で長々と利用してい

る人も同様に思います。

40代 女性 気にならない
何時間滞在して

もいい

4⼈がけのテーブルを1⼈で利⽤したり携帯で⼤きな
声で話すなど何か迷惑な行為があれば別ですが、基

本的には飲食物を購入してそのカフェにいるのであ

ればそのお店にいる権利はあると思うし、wifiがある
からなどそのカフェに滞在している理由があると思

うので、私は何時間いても構わないと思います。た

だ、数時間いるのであれば、コーヒー1杯だけで粘ら
ないで他の物も購入してあげて欲しいとは思いま

す。尚、一概にカフェと言っても、大きさや雰囲気

によっても変わると思うので、スタバやドトールな

どの大きめな店舗を想定しての話です。また、自分

が逆の立場だったら、混む時間帯はそもそも避けま

すし、混んできたら1時間もしないで店を出ます。



20代 女性 気にならない 2時間以内

カフェで提供される食べ物や飲み物には場所代が含

まれていると思う。カフェに行く人はその場所で何

かをしたい、もしくはその場所でゆっくりしたいと

思ってわざわざお店まで行くのだろうと思うので、

そこで何をしていようと構わないと思う。ただ、あ

まりにも滞在しすぎるのは非常識という意見には同

意する。

30代 女性 気にならない 1時間以内

休憩がてらカフェによることもあるかと思うので1時
間以内が妥当な滞在時間かと思います。店内が混雑

している時だとそれ以上長いと迷惑になるかと思い

ます。騒がしいと思うので自分自身もゆっくりとで

きないと思います。

30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

回りの人の事も気にして欲しい。せっかくカフェに

来ても座れなくて、時間待ちをしている人の気持ち

もわかって欲しい。人に気を配れる人になって欲し

いので。勉強するなら、学校の食堂や図書室、近く

の図書館を使ってほしいです。私も勉強する時は自

宅や図書館を使っていたので。

40代 女性 気にならない 2時間以内

営業の方が出先で案件を確認など必要な事ってある

と思うんです。お昼とる時間がてらチェックしよう

など。 
 
空いている時はいいですが、人がまぁまぁ入ってい

る時に周りの状況を察せれず居座る人はどうかなと

思います。 
 
カフェで1時間くらいは普通の人でもいると思いま
す。1人でのんびりしたり、友人とおしゃべりした
り。 
それに+αとして2時間としました。 
 
カフェはリラックスしたい人、歩き回って疲れたか

ら足を休めたい人、軽食を取りたい人なとさまざま

です。 
席数も少ないですからパソコンを使うにしても使わ

ないにしても混んで来たら譲るくらいの気持ちでい

たいなと思っています。お店側も1杯でずっといられ
ても困るでしょうからね。



30代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

一人でカフェに行く目的として、一人でランチをし

たりゆっくりコーヒーを飲んだり、カフェの雰囲気

を楽しむ程度なら1時間以内で十分満足できると思う
からです。 
勉強や仕事であればほかに混雑していないところを

見つけてそちらに行って欲しいです。

20代 男性 気にならない 1時間以内

混雑してるのかどうかが重要だと思います。混雑し

てなければ長時間滞在しても良いと思いますし、今

回のように混雑しているのであれば1時間ぐらいまで
ならいいと思います。あとは他の場所でやるのに疲

れて、気分転換にお店で滞在する人もいると思うの

で、すぐ追い出すのはどうなのかなと思います。

50代 女性 気にならない 2時間以内

静かにされているなら、いいと思いますが、混雑の

時にお茶を飲みたいお客様にとっては、あまり長い

時間居座るようですと迷惑になると思います。長い

時間になるようなら、図書館などに行った方がいい

と思います。あくまでカフェは、お茶を飲みながら

楽しむ場所だと思います。

40代 男性 邪魔だと思う 30分以内

店舗側が禁止していなければ、もしくは注意を受け

なければ問題ないと感じる人間が周囲に気を配るこ

ともなく長時間居座っているのだろうと感じる。お

金を払っているが、カフェなどは公共性の強い場所

であり、互いに気を配り融通しあって利用するべき

だし、そのことを道徳として学んできているはずだ

と思う。

30代 男性 気にならない 1時間以内

30分以内ではコーヒーを飲んで何か⾷べて店を出る
というだけで、普通の飲食店と変わりはなさそうで

す。 
2時間を超えたら、混雑しているという状況を考える
と長すぎるかと。 
少し調べ物をしてゆっくりコーヒーを飲むくらいな

ら普通の利用法だと思うので、1時間にしました。



50代 男性 気にならない 2時間以内

カフェが混雑している場合は他を探せば良い、その

店に時間の縛りが無い以上、滞在時間は自由だし、

自分もパソコンやスマホを使って長時間滞在する可

能性はゼロではないので、利用者に邪魔とか言えな

い。滞在時間2時間と答えたのは、自分の場合どんな
に長くても2時間もあれば充分用事が済むので。

50代 男性 気にならない 1時間以内

30分ぐらいが望ましいと思いますが、⻑くても1時
間が常識的限界点だと思います。 
最近は、カフェでゆっくり読書を楽しんだりパソコ

ンで仕事をしている人が多いですから、 
仮に、1時間を過ぎたとしてもそれほどおかしなこと
ではないようにも思えます。 
しかし、お店側も商売ですから回転率を上げないと

儲かりません。 
お店側と他のお客様のことを考えた場合は、やはり1
時間が限界でしょう。

40代 女性 邪魔だと思う 1時間以内

混んでいる時に1時間以上も席を独占する人が増える
とカフェに入ろうとしても待つことが増え、予定が

狂いイライラしてしまいます。勉強やパソコン仕事

をするのであれば自習室というものがあるので、そ

ちらを利用してほしいと思います。


