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第1節　　はじめに

　企業が巻き込まれるネットトラブルには、発生原因の違い、性質の違い、
加害者側の目的・意図の違い、企業側の“落ち度”の違いなど様々な違いが
ありますし、もちろん、企業に及ぼす影響力なども千差万別です。
　ネットトラブル対策に関する法務課題とその全体構造を把握するために
は、何よりも、過去の実例を知り、その傾向を理解しておくことが重要です。
　本書では、まず、近年の実例をもとに、企業が巻き込まれるネットトラブ
ルを「自招型ネットトラブル」、「派生型ネットトラブル」、「害意型ネットト
ラブル」に分類し、その理解を深めます。

第2節　　ネットトラブルの実例

1　自招型ネットトラブル
　まず、マルチまがいの商売を繰り広げる経営方針や、企業トップの問題発
言、欠陥商品の隠匿、偽装、消費者への度を越した対応、といったいわゆる
「企業の不祥事」などが引き起こすネットトラブルが分類されるのが“自招
型ネットトラブル”です。
　この類型のネットトラブルは、企業側にネットトラブルを招いた何らかの
問題があるところに特徴がありますが、週刊誌のゴシップ記事などで誹謗中
傷とともに面白おかしく取り上げられていた頃の誹謗中傷被害と量的な変化
はありません。
　しかしながら、まず、「企業の不祥事」がニュースなどで取り上げられ、
これに“尾ひれはひれ”が追加された記事を載せた週刊誌が大量増刷され、
人々の日々の話題にのせられることによって誹謗中傷が拡大していった頃と
は異なり、「双方向性メディア」であるインターネットという道具が利用さ
れることにより、一度、「企業の不祥事」によって引き起こされたネットト
ラブルは、テレビや紙面を通じた回りくどい過程を経なくとも、瞬時に拡
散、拡大していきます。
　このように、「企業の不祥事」などが引き起こすネットトラブルは、従来
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の誹謗中傷被害と比べると、質的な変化が生じているところに特徴がありま
す。
　以下、「企業の不祥事」が引き起こしたネットトラブルの実例を紹介します。

「バ―ドカフェ・グルーポンおせち」ネットトラブル事件
【事件の概要（時系列）】

　この事件は、事件発生からネットトラブルに至るまでの時間が極めて
短く、かつ、海外のメディアに取り上げられるほど社会の耳目を集めた
という意味において、ネットトラブルの恐ろしさを物語る最良の例で
す。
　以下、発生からネットトラブルに至るまでの過程を分かりやすくする
ために、この事件を時系列にて解説します。

概　要日時

平成22年
11月

平成22年
12月31日
午後4時

同じ項

上記口コミ
掲載以降

平成23年
1月1日
午前11時

平成23年
1月1日
午後1時、
午後5時

平成23年
1月1日
午後

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日以降

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月7日

事件発生以降

　株式会社外食文化研究所が運営する「バードカフェ」が、グルーポン
サイトにて、「21,000円のおせちが50％OFFの10,500円になるクーポ
ン」の販売を開始。
　その後、クーポンの売れ行きが好調であったため、当初のクーポン販
売枚数を50枚から500枚に大幅に拡大し、また、販売期間も延長した。

　レストラン等の口コミサイト「食べログ」の「バードカフェ 横浜店」ペー
ジに、販売されたおせちの写真とともに、

「年末の買い物を終えて、「今年はおせちの準備がラクでいいなぁ」など

と家内といいながら、帰宅して届いた「おせち」を見てびっくり。

内容はスッカスカ。

これで4人前？

まるで叩き付けたように盛りつけたような、雑な盛りつけ。

全部で33品と書いてあったのに、あれ？ 25、6品？

...おいおい、チーズってホイルに包まれたまま？

えっ？　キャビアってこの端っこに倒れているこれ？

伊達巻き二切れだけど、これを4人で取り分けるの？

いや、何かの間違いだろ、電話してみようよ、お店に。

気を取り直して電話掛けてみたら...

ツーツーツー。

話中で全く繋がらない。

お店から誠意ある対応がなされることを期待します。

ああ、気分が悪い。

最悪です。」

と書き込まれる。

　上記のほかにも、グルーポン社、バードカフェに対し、「届かない」、「内
容が違う」等の苦情が相次ぐ。

　２ちゃんねる等のインターネット掲示板、各種ブログ等が取り上げる。

・「ネタ的なニュースちゃんねる」　【グルーポン（@keisukeseto0226）お

せち事件に新展開】

・「ネットのお話 ブログ」　【グルーポン「新年だから残飯を送りつけた

ら１万円儲かった。^ −＾」】

・「ライブドアブログ」痛いニュース(ﾉ∀`)　【グルーポンの割引で買っ

たおせち料理が酷すぎると話題に】

・「ガジェット通信」　【グルーポンで買ったおせち料理が「見本と違う」

と話題に！　腐っているという報告も多数】

・「にゅうにゅうす」　【詐欺クーポンのグルーポンで買ったおせち料理が

残飯と思わせて酷すぎると話題に】

　特に、「２ちゃんねる」では１月１日午前中に、「グルーポンの割引お
せち料理が酷すぎと話題」とのスレッドタイトルが立てられて以降、１
月30日の段階で、継続スレッドが95まで続いている（実に95000件
（1000件×95）の書込みが行われている計算になる）。

　グルーポンがtwitterに謝罪文を掲載

＜内容＞
【御節にお問い合わせの皆様へ】新年早々大変申し訳ございません。全額

返金はもちろんのことお詫びの対応も致します、support@qpod.jpにご連

絡いただければ幸いです。今回の教訓を元に更に精進し、満足頂けるサー

ビスをご提供して参ります、今年もグルーポンをよろしくお願い致しま

す。

　グルーポン社が、自社ウェブサイトにアナウンスを掲載

【グルーポンのアナウンス】
先のお知らせ（http://info.groupon.jp/topics/20110101-381.html）で
ご案内しておりました「バードカフェ謹製おせち」の件では、多大なる
ご迷惑・ご心配をおかけし、謹んでお詫び申し上げます。

本クーポンを購入されたお客様に、対象クーポンご購入金額を上限とし
て全額返金するとともに、ささやかながらお詫びの気持ちとして、下記
のとおり、お客様にお選び頂ける商品カタログをご用意致しました。
---------------------------------------------
＜対象者＞
・下記のクーポンを購入されたお客様
　50%OFF【10,500円】2011年迎春
≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・３段・７寸（４
人分）配送料込≫

　12月31日着
　http://www.groupon.jp/deal-detail/cid/1670
＜返金内容＞
　対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　※複数枚購入されたお客様には【クーポン代金×購入枚数分】のご返

金となります。
　※返金方法及びスケジュールにつきましては１月５日（水）以降に改

めてご連絡させて頂きます。
＜グルーポンお詫びカタログ内容について＞
　お選びいただける商品
　　１）チョコレート（BABBI 5000円相当商品）　※お届け先へ配送
　　２）アイスクリームギフト券（ハーゲンダッツ 5000円分)　※お届

け先へ配送
　　３）お花　花門フラワーゲート カタログギフト（5000円分）　※お

届け先へ配送
　　４）グルーポン5,000円分チケット　※ご登録アカウント（マイペー

ジ）に配布
上記４点の中から、ご希望の商品を１点お選びの上、お申込みください。

　※お詫びの品につきましては、ご購入者様お一人につき１点となりま
す。

＜お申込み方法と期限＞
お手数でございますが　下記のお問い合わせフォームより、お申込み
をお願い致します。

　●お問い合わせフォーム：http://www.groupon.jp/contact/
　　※お問い合わせ内容は「その他」をご選択ください。
　●ご記載頂きたい内容（必須）
　　・お名前
　　・ご登録メールアドレス
　　・要件：バードカフェおせちお詫びカタログの件
　　・ご希望商品：上記４点より１点お選びください。
　　・ご自宅（お届け先）の郵便番号・住所・お名前・電話番号
　●お申込み期限：誠に勝手ながら、１月17日（月）18:00までとさせ

て頂きます。
　※メールアドレス宛に送る場合は、support@groupon.jp宛に
　タイトルに【バードカフェおせちお詫びカタログの件】と記載の上、
　上記内容をお送りください。
-------------------------------------------

この度、購入されたお客様には「バードカフェ謹製おせち」の件で、年
始早々より、ご迷惑・ご不快な思いを招いてしまいましたことを、心よ
りお詫び申し上げます。

　「ネットのお話」サイトに、外食文化研究所代表取締役Ｍ氏へのインタ
ビューが掲載される。

＜内容の抜粋＞
─なぜこのような事が起こったのでしょうか？

まず大変申し訳なく思っておりそれを謝罪させて頂きたいと思いま
す。今回このような事が起こった経緯として、バードカフェという
店舗にて料理の制作等を行っていたのですが初期に想定していた販
売数は100に対して実際は500の注文が入りました。グルーポンで
ここまで反響があるとは想定しておらず、企画そのものの見切り発
車となってしまった部分が大きく考えられます。

─なぜ見切り発車してしまったのですか？

完全に力不足です。商品が本来あるべき形にならないと分かった時
点でキャンセルすべきでした。しかし、浮足立ってしまった事もあ
り現在の形で販売してしまいました。

─そもそも、このような商品内容で配送した時点でクレームがつくのは

目に見えていたのでは？

キャンセルか不完全な状態でも配送か二つの選択で悩みましたが、
お客様との契約を優先として考え、商品が届く事がまず大事と判断
しました。

─２ちゃんねる等でもかなり話題になっていますが、そういった内容が

ご覧になられていますか？

はい。おおよそのスレッドに関しては把握し、状況を受け止めてお
ります。

　2ちゃんねる投稿者の一人が、おせちを製造したと思われる店舗のゴミ
箱を探索し、捨てられていた「食材等の納品書」を発見する。
この納品書の内容から、おせちの広告内容が虚偽表示であったとの疑惑
が生じる。

＜疑惑が生じた例＞
キャビア　→ランプフィッシュの卵

丹波の黒豆　→中国産ぶどう豆

フランス産シャラン鴨のロースト　→国産鴨

鹿児島産黒豚の京味噌漬け　→アメリカ産黒豚

　外食文化研究所が謝罪文を掲載し、また、Ｍ氏が代表取締役を辞任する
ことを発表する。

　マスコミや各種のニュースウェブサイトも本件を大きく取り上げ始め
る。
・「NHKニュース」　【ネット販売おせち 苦情で返金】

・「テレビ朝日」　【「見本と違う！」ネット販売のおせちに苦情殺到】

・「asahi.com」　【おせち200人に届かず　料理にいたみも？　グルーポン 

- 社会】

・「日本経済新聞」　【お節料理「見本と違う」、ネット購入者とトラブル】

・「MSN産経ニュース」　【お節料理「見本と違う」　500セット、全額返金】

・「YOMIURI ONLINE（読売新聞）」　【ネット注文おせち「見本と違う」...

納品遅れも】

・「ウォール・ストリート・ジャーナル」　【After Mochi, Osechi: The First 

Food Brouhaha of the New Year Troubles Traditional Japanese Meal 

Purchased on Groupon, Rakuten - Japan Real Time – WSJ】

　グルーポン社が、自社ウェブサイトに「バードカフェ (横浜)「謹製お
せち」についてのお詫びとご報告」と題する文書を掲載

【バードカフェ (横浜)「謹製おせち」についてのお詫びとご報告】
１．経緯について
2010年11月25日正午～11月27日正午
　＊バードカフェが提供する「謹製おせち」（以下、当該商品）21,000

円を10,500円のクーポン（以下、本クーポン）として販売
　＊本クーポンの販売数：500セット限定 （完売）
　＊配送予定日：12月31日
2010年12月31日11：00頃
　＊本クーポンをご購入者様から、配送が遅延していること、また当該

商品の内容について点数や量、盛り付けなどが写真など事前の説明
と異なるというご苦情、お問い合わせ、ご報告が、弊社のお問い合
わせ窓口（ホームページ経由のメール）に（12月31日24:00まで
の問い合わせ総数：92件）寄せられる。

　＊バードカフェへの状況確認と弊社の社内調査により、当該商品の内
容が異なり、また配送遅延があったことを認識。

2011年1月1日13：22
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」の件について

の謝罪文を公表。
2011年1月1日17：18
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」ご購入のお客

様へのお詫びとして、本クーポンをご購入の全てのお客様に全額返
金する旨、また5,000円相当のお詫びの商品をご用意させて頂く旨
を公表。また同様のお知らせを本クーポンご購入の全てのお客様に
メールで送信。

２．内容及び今後の対応について
（1）対象者
　＊本クーポンご購入者様全員
（2）今後の対応
　＊対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　＊お詫び（グルーポン商品）の謹呈（いずれか一つ）
　1. チョコレート(5,000円相当商品)
　2. アイスクリームギフト券（5,000円分）
　3. お花 カタログギフト(5,000円分)
　4. グルーポン5,000円分利用チケット
３．原因および問題認識について
　＊本クーポンによりお客様がご購入された当該商品の提供元について、

その品質管理、製造管理、配送管理などにおいて、十分適切である
ことを見極め切れませんでした。

　＊ご購入者様からのご苦情、お問い合わせなどに対応する窓口が弊社
ホームページ経由のメールのみであったため事態の把握と対応にタ
イムラグを生じさせてしまいました。

４．今後の対策について
　＊クーポン商品の提供会社に対する事前審査を厳格化いたします。
　＊クーポンご購入者様からの専用お問い合わせ窓口を設置いたします。
　＊お客様、加盟店舗様に一層安心して弊社サイト「GROUPON」をご

利用頂けるよう、社内教育の更なる拡充並びに業務管理体制の強化
を図ってまいります。

　岡崎トミ子消費者行政担当相が、１月５日の閣議後記者会見にて、「実
際にそうであれば景品表示法違反になる」と述べ、違反事実が明らかに
なれば厳正に対処する意向を示した。

　横浜市保健所が、１月４日に商品を提供した「外食文化研究所」に立
ち入り調査し、製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調査し
たことを発表する。

　消費者庁は７日までに、景品表示法違反の疑いもあるとして外食文化
研究所のＭ氏から来週中に事情を聴くことを決定した。
また、神奈川県と農林水産省も、７日までに、販売方法が日本農林規格（Ｊ
ＡＳ）法の適用対象になるか調査を行った。

　インターネット上で株式会社外食文化研究所の代表取締役Ｍ氏個人に
対する誹謗中傷が繰り広げられる。

株式会社外食文化研究所代表を誹謗中傷する書込み（２ちゃんねる）
【抜粋】
名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 03:20:39 ID:GgQSgNef0 

ＭはＸＸ駅前の高級タワーマンションの高層階に住んで 

他人を正月から騙して逃げる。 

そりゃ徹底的に追い詰められて当然だよｗ 

他人を露骨に騙して自分は贅沢三昧だろ。 

しかも結婚直後ｗ 

家族も含めて死んで欲しいよ。 

こういう詐欺野郎は。 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:11:39 ID:BtuvG62i0 

Ｍ、お前はもう終わったよ 

残念だが、今の社会では復帰は不可能 

一度、罪を犯してしまうと、次に何かやろうとしても、社会が許さな

い

残念だが、今の日本の現状だよ 

今後、ここぞとばかりに消費者庁含め関係各所は動き出すだろう

なんせ、世間にアピールできる絶好のチャンスだからな、民主党に

とっても好機だから徹底的に追い込まれるぞ 

それから、社員およびパート従業員は給料の不払いや遅延が起こる

可能性大だから、早く辞めた方がいい 

変なまきぞいに巻き込まれないうちにな 

Ｍ、お前の顔はネットでも出てるぞ、どうするんだ？ 

縁起物のおせちで詐欺行為とはバカだね 

両親、親族、妻に迷惑掛けないためにはどうすればいいか考えろ

答えは一つだよな 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:38:24 ID:BtuvG62i0 

Ｍの奥さん、ここ見てるかな 

早く、役所に行って離婚届けをもらってきなさい 

本当に、妻の事を考えてるならＭ本人から言うはずだけどね 

奥さん、ネット社会では隠し撮りであなたの顔もネット上に流出す

る可能性があります 

甲斐性のない男を選んだあなたが悪いのですがね 

それとも、あなたも同類ですか？ 

そうだとしたら、デリヘルかピンサロで働きなさい。
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ン」の販売を開始。
　その後、クーポンの売れ行きが好調であったため、当初のクーポン販
売枚数を50枚から500枚に大幅に拡大し、また、販売期間も延長した。

　レストラン等の口コミサイト「食べログ」の「バードカフェ 横浜店」ペー
ジに、販売されたおせちの写真とともに、

「年末の買い物を終えて、「今年はおせちの準備がラクでいいなぁ」など

と家内といいながら、帰宅して届いた「おせち」を見てびっくり。

内容はスッカスカ。

これで4人前？

まるで叩き付けたように盛りつけたような、雑な盛りつけ。

全部で33品と書いてあったのに、あれ？ 25、6品？

...おいおい、チーズってホイルに包まれたまま？

えっ？　キャビアってこの端っこに倒れているこれ？

伊達巻き二切れだけど、これを4人で取り分けるの？

いや、何かの間違いだろ、電話してみようよ、お店に。

気を取り直して電話掛けてみたら...

ツーツーツー。

話中で全く繋がらない。

お店から誠意ある対応がなされることを期待します。

ああ、気分が悪い。

最悪です。」

と書き込まれる。

　上記のほかにも、グルーポン社、バードカフェに対し、「届かない」、「内
容が違う」等の苦情が相次ぐ。

　２ちゃんねる等のインターネット掲示板、各種ブログ等が取り上げる。

・「ネタ的なニュースちゃんねる」　【グルーポン（@keisukeseto0226）お

せち事件に新展開】

・「ネットのお話 ブログ」　【グルーポン「新年だから残飯を送りつけた

ら１万円儲かった。^ −＾」】

・「ライブドアブログ」痛いニュース(ﾉ∀`)　【グルーポンの割引で買っ

たおせち料理が酷すぎると話題に】

・「ガジェット通信」　【グルーポンで買ったおせち料理が「見本と違う」

と話題に！　腐っているという報告も多数】

・「にゅうにゅうす」　【詐欺クーポンのグルーポンで買ったおせち料理が

残飯と思わせて酷すぎると話題に】

　特に、「２ちゃんねる」では１月１日午前中に、「グルーポンの割引お
せち料理が酷すぎと話題」とのスレッドタイトルが立てられて以降、１
月30日の段階で、継続スレッドが95まで続いている（実に95000件
（1000件×95）の書込みが行われている計算になる）。

　グルーポンがtwitterに謝罪文を掲載

＜内容＞
【御節にお問い合わせの皆様へ】新年早々大変申し訳ございません。全額

返金はもちろんのことお詫びの対応も致します、support@qpod.jpにご連

絡いただければ幸いです。今回の教訓を元に更に精進し、満足頂けるサー

ビスをご提供して参ります、今年もグルーポンをよろしくお願い致しま

す。

　グルーポン社が、自社ウェブサイトにアナウンスを掲載

【グルーポンのアナウンス】
先のお知らせ（http://info.groupon.jp/topics/20110101-381.html）で
ご案内しておりました「バードカフェ謹製おせち」の件では、多大なる
ご迷惑・ご心配をおかけし、謹んでお詫び申し上げます。

本クーポンを購入されたお客様に、対象クーポンご購入金額を上限とし
て全額返金するとともに、ささやかながらお詫びの気持ちとして、下記
のとおり、お客様にお選び頂ける商品カタログをご用意致しました。
---------------------------------------------
＜対象者＞
・下記のクーポンを購入されたお客様
　50%OFF【10,500円】2011年迎春
≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・３段・７寸（４
人分）配送料込≫

　12月31日着
　http://www.groupon.jp/deal-detail/cid/1670
＜返金内容＞
　対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　※複数枚購入されたお客様には【クーポン代金×購入枚数分】のご返

金となります。
　※返金方法及びスケジュールにつきましては１月５日（水）以降に改

めてご連絡させて頂きます。
＜グルーポンお詫びカタログ内容について＞
　お選びいただける商品
　　１）チョコレート（BABBI 5000円相当商品）　※お届け先へ配送
　　２）アイスクリームギフト券（ハーゲンダッツ 5000円分)　※お届

け先へ配送
　　３）お花　花門フラワーゲート カタログギフト（5000円分）　※お

届け先へ配送
　　４）グルーポン5,000円分チケット　※ご登録アカウント（マイペー

ジ）に配布
上記４点の中から、ご希望の商品を１点お選びの上、お申込みください。

　※お詫びの品につきましては、ご購入者様お一人につき１点となりま
す。

＜お申込み方法と期限＞
お手数でございますが　下記のお問い合わせフォームより、お申込み
をお願い致します。

　●お問い合わせフォーム：http://www.groupon.jp/contact/
　　※お問い合わせ内容は「その他」をご選択ください。
　●ご記載頂きたい内容（必須）
　　・お名前
　　・ご登録メールアドレス
　　・要件：バードカフェおせちお詫びカタログの件
　　・ご希望商品：上記４点より１点お選びください。
　　・ご自宅（お届け先）の郵便番号・住所・お名前・電話番号
　●お申込み期限：誠に勝手ながら、１月17日（月）18:00までとさせ

て頂きます。
　※メールアドレス宛に送る場合は、support@groupon.jp宛に
　タイトルに【バードカフェおせちお詫びカタログの件】と記載の上、
　上記内容をお送りください。
-------------------------------------------

この度、購入されたお客様には「バードカフェ謹製おせち」の件で、年
始早々より、ご迷惑・ご不快な思いを招いてしまいましたことを、心よ
りお詫び申し上げます。

　「ネットのお話」サイトに、外食文化研究所代表取締役Ｍ氏へのインタ
ビューが掲載される。

＜内容の抜粋＞
─なぜこのような事が起こったのでしょうか？

まず大変申し訳なく思っておりそれを謝罪させて頂きたいと思いま
す。今回このような事が起こった経緯として、バードカフェという
店舗にて料理の制作等を行っていたのですが初期に想定していた販
売数は100に対して実際は500の注文が入りました。グルーポンで
ここまで反響があるとは想定しておらず、企画そのものの見切り発
車となってしまった部分が大きく考えられます。

─なぜ見切り発車してしまったのですか？

完全に力不足です。商品が本来あるべき形にならないと分かった時
点でキャンセルすべきでした。しかし、浮足立ってしまった事もあ
り現在の形で販売してしまいました。

─そもそも、このような商品内容で配送した時点でクレームがつくのは

目に見えていたのでは？

キャンセルか不完全な状態でも配送か二つの選択で悩みましたが、
お客様との契約を優先として考え、商品が届く事がまず大事と判断
しました。

─２ちゃんねる等でもかなり話題になっていますが、そういった内容が

ご覧になられていますか？

はい。おおよそのスレッドに関しては把握し、状況を受け止めてお
ります。

　2ちゃんねる投稿者の一人が、おせちを製造したと思われる店舗のゴミ
箱を探索し、捨てられていた「食材等の納品書」を発見する。
この納品書の内容から、おせちの広告内容が虚偽表示であったとの疑惑
が生じる。

＜疑惑が生じた例＞
キャビア　→ランプフィッシュの卵

丹波の黒豆　→中国産ぶどう豆

フランス産シャラン鴨のロースト　→国産鴨

鹿児島産黒豚の京味噌漬け　→アメリカ産黒豚

　外食文化研究所が謝罪文を掲載し、また、Ｍ氏が代表取締役を辞任する
ことを発表する。

　マスコミや各種のニュースウェブサイトも本件を大きく取り上げ始め
る。
・「NHKニュース」　【ネット販売おせち 苦情で返金】

・「テレビ朝日」　【「見本と違う！」ネット販売のおせちに苦情殺到】

・「asahi.com」　【おせち200人に届かず　料理にいたみも？　グルーポン 

- 社会】

・「日本経済新聞」　【お節料理「見本と違う」、ネット購入者とトラブル】

・「MSN産経ニュース」　【お節料理「見本と違う」　500セット、全額返金】

・「YOMIURI ONLINE（読売新聞）」　【ネット注文おせち「見本と違う」...

納品遅れも】

・「ウォール・ストリート・ジャーナル」　【After Mochi, Osechi: The First 

Food Brouhaha of the New Year Troubles Traditional Japanese Meal 

Purchased on Groupon, Rakuten - Japan Real Time – WSJ】

　グルーポン社が、自社ウェブサイトに「バードカフェ (横浜)「謹製お
せち」についてのお詫びとご報告」と題する文書を掲載

【バードカフェ (横浜)「謹製おせち」についてのお詫びとご報告】
１．経緯について
2010年11月25日正午～11月27日正午
　＊バードカフェが提供する「謹製おせち」（以下、当該商品）21,000

円を10,500円のクーポン（以下、本クーポン）として販売
　＊本クーポンの販売数：500セット限定 （完売）
　＊配送予定日：12月31日
2010年12月31日11：00頃
　＊本クーポンをご購入者様から、配送が遅延していること、また当該

商品の内容について点数や量、盛り付けなどが写真など事前の説明
と異なるというご苦情、お問い合わせ、ご報告が、弊社のお問い合
わせ窓口（ホームページ経由のメール）に（12月31日24:00まで
の問い合わせ総数：92件）寄せられる。

　＊バードカフェへの状況確認と弊社の社内調査により、当該商品の内
容が異なり、また配送遅延があったことを認識。

2011年1月1日13：22
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」の件について

の謝罪文を公表。
2011年1月1日17：18
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」ご購入のお客

様へのお詫びとして、本クーポンをご購入の全てのお客様に全額返
金する旨、また5,000円相当のお詫びの商品をご用意させて頂く旨
を公表。また同様のお知らせを本クーポンご購入の全てのお客様に
メールで送信。

２．内容及び今後の対応について
（1）対象者
　＊本クーポンご購入者様全員
（2）今後の対応
　＊対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　＊お詫び（グルーポン商品）の謹呈（いずれか一つ）
　1. チョコレート(5,000円相当商品)
　2. アイスクリームギフト券（5,000円分）
　3. お花 カタログギフト(5,000円分)
　4. グルーポン5,000円分利用チケット
３．原因および問題認識について
　＊本クーポンによりお客様がご購入された当該商品の提供元について、

その品質管理、製造管理、配送管理などにおいて、十分適切である
ことを見極め切れませんでした。

　＊ご購入者様からのご苦情、お問い合わせなどに対応する窓口が弊社
ホームページ経由のメールのみであったため事態の把握と対応にタ
イムラグを生じさせてしまいました。

４．今後の対策について
　＊クーポン商品の提供会社に対する事前審査を厳格化いたします。
　＊クーポンご購入者様からの専用お問い合わせ窓口を設置いたします。
　＊お客様、加盟店舗様に一層安心して弊社サイト「GROUPON」をご

利用頂けるよう、社内教育の更なる拡充並びに業務管理体制の強化
を図ってまいります。

　岡崎トミ子消費者行政担当相が、１月５日の閣議後記者会見にて、「実
際にそうであれば景品表示法違反になる」と述べ、違反事実が明らかに
なれば厳正に対処する意向を示した。

　横浜市保健所が、１月４日に商品を提供した「外食文化研究所」に立
ち入り調査し、製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調査し
たことを発表する。

　消費者庁は７日までに、景品表示法違反の疑いもあるとして外食文化
研究所のＭ氏から来週中に事情を聴くことを決定した。
また、神奈川県と農林水産省も、７日までに、販売方法が日本農林規格（Ｊ
ＡＳ）法の適用対象になるか調査を行った。

　インターネット上で株式会社外食文化研究所の代表取締役Ｍ氏個人に
対する誹謗中傷が繰り広げられる。

株式会社外食文化研究所代表を誹謗中傷する書込み（２ちゃんねる）
【抜粋】
名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 03:20:39 ID:GgQSgNef0 

ＭはＸＸ駅前の高級タワーマンションの高層階に住んで 

他人を正月から騙して逃げる。 

そりゃ徹底的に追い詰められて当然だよｗ 

他人を露骨に騙して自分は贅沢三昧だろ。 

しかも結婚直後ｗ 

家族も含めて死んで欲しいよ。 

こういう詐欺野郎は。 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:11:39 ID:BtuvG62i0 

Ｍ、お前はもう終わったよ 

残念だが、今の社会では復帰は不可能 

一度、罪を犯してしまうと、次に何かやろうとしても、社会が許さな

い

残念だが、今の日本の現状だよ 

今後、ここぞとばかりに消費者庁含め関係各所は動き出すだろう

なんせ、世間にアピールできる絶好のチャンスだからな、民主党に

とっても好機だから徹底的に追い込まれるぞ 

それから、社員およびパート従業員は給料の不払いや遅延が起こる

可能性大だから、早く辞めた方がいい 

変なまきぞいに巻き込まれないうちにな 

Ｍ、お前の顔はネットでも出てるぞ、どうするんだ？ 

縁起物のおせちで詐欺行為とはバカだね 

両親、親族、妻に迷惑掛けないためにはどうすればいいか考えろ

答えは一つだよな 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:38:24 ID:BtuvG62i0 

Ｍの奥さん、ここ見てるかな 

早く、役所に行って離婚届けをもらってきなさい 

本当に、妻の事を考えてるならＭ本人から言うはずだけどね 

奥さん、ネット社会では隠し撮りであなたの顔もネット上に流出す

る可能性があります 

甲斐性のない男を選んだあなたが悪いのですがね 

それとも、あなたも同類ですか？ 

そうだとしたら、デリヘルかピンサロで働きなさい。



5序章　課題概要と全体構造

概　要日時

平成22年
11月

平成22年
12月31日
午後4時

同じ項

上記口コミ
掲載以降

平成23年
1月1日
午前11時

平成23年
1月1日
午後1時、
午後5時

平成23年
1月1日
午後

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日以降

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月7日

事件発生以降

　株式会社外食文化研究所が運営する「バードカフェ」が、グルーポン
サイトにて、「21,000円のおせちが50％OFFの10,500円になるクーポ
ン」の販売を開始。
　その後、クーポンの売れ行きが好調であったため、当初のクーポン販
売枚数を50枚から500枚に大幅に拡大し、また、販売期間も延長した。

　レストラン等の口コミサイト「食べログ」の「バードカフェ 横浜店」ペー
ジに、販売されたおせちの写真とともに、

「年末の買い物を終えて、「今年はおせちの準備がラクでいいなぁ」など

と家内といいながら、帰宅して届いた「おせち」を見てびっくり。

内容はスッカスカ。

これで4人前？

まるで叩き付けたように盛りつけたような、雑な盛りつけ。

全部で33品と書いてあったのに、あれ？ 25、6品？

...おいおい、チーズってホイルに包まれたまま？

えっ？　キャビアってこの端っこに倒れているこれ？

伊達巻き二切れだけど、これを4人で取り分けるの？

いや、何かの間違いだろ、電話してみようよ、お店に。

気を取り直して電話掛けてみたら...

ツーツーツー。

話中で全く繋がらない。

お店から誠意ある対応がなされることを期待します。

ああ、気分が悪い。

最悪です。」

と書き込まれる。

　上記のほかにも、グルーポン社、バードカフェに対し、「届かない」、「内
容が違う」等の苦情が相次ぐ。

　２ちゃんねる等のインターネット掲示板、各種ブログ等が取り上げる。

・「ネタ的なニュースちゃんねる」　【グルーポン（@keisukeseto0226）お

せち事件に新展開】

・「ネットのお話 ブログ」　【グルーポン「新年だから残飯を送りつけた

ら１万円儲かった。^ −＾」】

・「ライブドアブログ」痛いニュース(ﾉ∀`)　【グルーポンの割引で買っ

たおせち料理が酷すぎると話題に】

・「ガジェット通信」　【グルーポンで買ったおせち料理が「見本と違う」

と話題に！　腐っているという報告も多数】

・「にゅうにゅうす」　【詐欺クーポンのグルーポンで買ったおせち料理が

残飯と思わせて酷すぎると話題に】

　特に、「２ちゃんねる」では１月１日午前中に、「グルーポンの割引お
せち料理が酷すぎと話題」とのスレッドタイトルが立てられて以降、１
月30日の段階で、継続スレッドが95まで続いている（実に95000件
（1000件×95）の書込みが行われている計算になる）。

　グルーポンがtwitterに謝罪文を掲載

＜内容＞
【御節にお問い合わせの皆様へ】新年早々大変申し訳ございません。全額

返金はもちろんのことお詫びの対応も致します、support@qpod.jpにご連

絡いただければ幸いです。今回の教訓を元に更に精進し、満足頂けるサー

ビスをご提供して参ります、今年もグルーポンをよろしくお願い致しま

す。

　グルーポン社が、自社ウェブサイトにアナウンスを掲載

【グルーポンのアナウンス】
先のお知らせ（http://info.groupon.jp/topics/20110101-381.html）で
ご案内しておりました「バードカフェ謹製おせち」の件では、多大なる
ご迷惑・ご心配をおかけし、謹んでお詫び申し上げます。

本クーポンを購入されたお客様に、対象クーポンご購入金額を上限とし
て全額返金するとともに、ささやかながらお詫びの気持ちとして、下記
のとおり、お客様にお選び頂ける商品カタログをご用意致しました。
---------------------------------------------
＜対象者＞
・下記のクーポンを購入されたお客様
　50%OFF【10,500円】2011年迎春
≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・３段・７寸（４
人分）配送料込≫

　12月31日着
　http://www.groupon.jp/deal-detail/cid/1670
＜返金内容＞
　対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　※複数枚購入されたお客様には【クーポン代金×購入枚数分】のご返

金となります。
　※返金方法及びスケジュールにつきましては１月５日（水）以降に改

めてご連絡させて頂きます。
＜グルーポンお詫びカタログ内容について＞
　お選びいただける商品
　　１）チョコレート（BABBI 5000円相当商品）　※お届け先へ配送
　　２）アイスクリームギフト券（ハーゲンダッツ 5000円分)　※お届

け先へ配送
　　３）お花　花門フラワーゲート カタログギフト（5000円分）　※お

届け先へ配送
　　４）グルーポン5,000円分チケット　※ご登録アカウント（マイペー

ジ）に配布
上記４点の中から、ご希望の商品を１点お選びの上、お申込みください。

　※お詫びの品につきましては、ご購入者様お一人につき１点となりま
す。

＜お申込み方法と期限＞
お手数でございますが　下記のお問い合わせフォームより、お申込み
をお願い致します。

　●お問い合わせフォーム：http://www.groupon.jp/contact/
　　※お問い合わせ内容は「その他」をご選択ください。
　●ご記載頂きたい内容（必須）
　　・お名前
　　・ご登録メールアドレス
　　・要件：バードカフェおせちお詫びカタログの件
　　・ご希望商品：上記４点より１点お選びください。
　　・ご自宅（お届け先）の郵便番号・住所・お名前・電話番号
　●お申込み期限：誠に勝手ながら、１月17日（月）18:00までとさせ

て頂きます。
　※メールアドレス宛に送る場合は、support@groupon.jp宛に
　タイトルに【バードカフェおせちお詫びカタログの件】と記載の上、
　上記内容をお送りください。
-------------------------------------------

この度、購入されたお客様には「バードカフェ謹製おせち」の件で、年
始早々より、ご迷惑・ご不快な思いを招いてしまいましたことを、心よ
りお詫び申し上げます。

　「ネットのお話」サイトに、外食文化研究所代表取締役Ｍ氏へのインタ
ビューが掲載される。

＜内容の抜粋＞
─なぜこのような事が起こったのでしょうか？

まず大変申し訳なく思っておりそれを謝罪させて頂きたいと思いま
す。今回このような事が起こった経緯として、バードカフェという
店舗にて料理の制作等を行っていたのですが初期に想定していた販
売数は100に対して実際は500の注文が入りました。グルーポンで
ここまで反響があるとは想定しておらず、企画そのものの見切り発
車となってしまった部分が大きく考えられます。

─なぜ見切り発車してしまったのですか？

完全に力不足です。商品が本来あるべき形にならないと分かった時
点でキャンセルすべきでした。しかし、浮足立ってしまった事もあ
り現在の形で販売してしまいました。

─そもそも、このような商品内容で配送した時点でクレームがつくのは

目に見えていたのでは？

キャンセルか不完全な状態でも配送か二つの選択で悩みましたが、
お客様との契約を優先として考え、商品が届く事がまず大事と判断
しました。

─２ちゃんねる等でもかなり話題になっていますが、そういった内容が

ご覧になられていますか？

はい。おおよそのスレッドに関しては把握し、状況を受け止めてお
ります。

　2ちゃんねる投稿者の一人が、おせちを製造したと思われる店舗のゴミ
箱を探索し、捨てられていた「食材等の納品書」を発見する。
この納品書の内容から、おせちの広告内容が虚偽表示であったとの疑惑
が生じる。

＜疑惑が生じた例＞
キャビア　→ランプフィッシュの卵

丹波の黒豆　→中国産ぶどう豆

フランス産シャラン鴨のロースト　→国産鴨

鹿児島産黒豚の京味噌漬け　→アメリカ産黒豚

　外食文化研究所が謝罪文を掲載し、また、Ｍ氏が代表取締役を辞任する
ことを発表する。

　マスコミや各種のニュースウェブサイトも本件を大きく取り上げ始め
る。
・「NHKニュース」　【ネット販売おせち 苦情で返金】

・「テレビ朝日」　【「見本と違う！」ネット販売のおせちに苦情殺到】

・「asahi.com」　【おせち200人に届かず　料理にいたみも？　グルーポン 

- 社会】

・「日本経済新聞」　【お節料理「見本と違う」、ネット購入者とトラブル】

・「MSN産経ニュース」　【お節料理「見本と違う」　500セット、全額返金】

・「YOMIURI ONLINE（読売新聞）」　【ネット注文おせち「見本と違う」...

納品遅れも】

・「ウォール・ストリート・ジャーナル」　【After Mochi, Osechi: The First 

Food Brouhaha of the New Year Troubles Traditional Japanese Meal 

Purchased on Groupon, Rakuten - Japan Real Time – WSJ】

　グルーポン社が、自社ウェブサイトに「バードカフェ (横浜)「謹製お
せち」についてのお詫びとご報告」と題する文書を掲載

【バードカフェ (横浜)「謹製おせち」についてのお詫びとご報告】
１．経緯について
2010年11月25日正午～11月27日正午
　＊バードカフェが提供する「謹製おせち」（以下、当該商品）21,000

円を10,500円のクーポン（以下、本クーポン）として販売
　＊本クーポンの販売数：500セット限定 （完売）
　＊配送予定日：12月31日
2010年12月31日11：00頃
　＊本クーポンをご購入者様から、配送が遅延していること、また当該

商品の内容について点数や量、盛り付けなどが写真など事前の説明
と異なるというご苦情、お問い合わせ、ご報告が、弊社のお問い合
わせ窓口（ホームページ経由のメール）に（12月31日24:00まで
の問い合わせ総数：92件）寄せられる。

　＊バードカフェへの状況確認と弊社の社内調査により、当該商品の内
容が異なり、また配送遅延があったことを認識。

2011年1月1日13：22
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」の件について

の謝罪文を公表。
2011年1月1日17：18
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」ご購入のお客

様へのお詫びとして、本クーポンをご購入の全てのお客様に全額返
金する旨、また5,000円相当のお詫びの商品をご用意させて頂く旨
を公表。また同様のお知らせを本クーポンご購入の全てのお客様に
メールで送信。

２．内容及び今後の対応について
（1）対象者
　＊本クーポンご購入者様全員
（2）今後の対応
　＊対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　＊お詫び（グルーポン商品）の謹呈（いずれか一つ）
　1. チョコレート(5,000円相当商品)
　2. アイスクリームギフト券（5,000円分）
　3. お花 カタログギフト(5,000円分)
　4. グルーポン5,000円分利用チケット
３．原因および問題認識について
　＊本クーポンによりお客様がご購入された当該商品の提供元について、

その品質管理、製造管理、配送管理などにおいて、十分適切である
ことを見極め切れませんでした。

　＊ご購入者様からのご苦情、お問い合わせなどに対応する窓口が弊社
ホームページ経由のメールのみであったため事態の把握と対応にタ
イムラグを生じさせてしまいました。

４．今後の対策について
　＊クーポン商品の提供会社に対する事前審査を厳格化いたします。
　＊クーポンご購入者様からの専用お問い合わせ窓口を設置いたします。
　＊お客様、加盟店舗様に一層安心して弊社サイト「GROUPON」をご

利用頂けるよう、社内教育の更なる拡充並びに業務管理体制の強化
を図ってまいります。

　岡崎トミ子消費者行政担当相が、１月５日の閣議後記者会見にて、「実
際にそうであれば景品表示法違反になる」と述べ、違反事実が明らかに
なれば厳正に対処する意向を示した。

　横浜市保健所が、１月４日に商品を提供した「外食文化研究所」に立
ち入り調査し、製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調査し
たことを発表する。

　消費者庁は７日までに、景品表示法違反の疑いもあるとして外食文化
研究所のＭ氏から来週中に事情を聴くことを決定した。
また、神奈川県と農林水産省も、７日までに、販売方法が日本農林規格（Ｊ
ＡＳ）法の適用対象になるか調査を行った。

　インターネット上で株式会社外食文化研究所の代表取締役Ｍ氏個人に
対する誹謗中傷が繰り広げられる。

株式会社外食文化研究所代表を誹謗中傷する書込み（２ちゃんねる）
【抜粋】
名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 03:20:39 ID:GgQSgNef0 

ＭはＸＸ駅前の高級タワーマンションの高層階に住んで 

他人を正月から騙して逃げる。 

そりゃ徹底的に追い詰められて当然だよｗ 

他人を露骨に騙して自分は贅沢三昧だろ。 

しかも結婚直後ｗ 

家族も含めて死んで欲しいよ。 

こういう詐欺野郎は。 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:11:39 ID:BtuvG62i0 

Ｍ、お前はもう終わったよ 

残念だが、今の社会では復帰は不可能 

一度、罪を犯してしまうと、次に何かやろうとしても、社会が許さな

い

残念だが、今の日本の現状だよ 

今後、ここぞとばかりに消費者庁含め関係各所は動き出すだろう

なんせ、世間にアピールできる絶好のチャンスだからな、民主党に

とっても好機だから徹底的に追い込まれるぞ 

それから、社員およびパート従業員は給料の不払いや遅延が起こる

可能性大だから、早く辞めた方がいい 

変なまきぞいに巻き込まれないうちにな 

Ｍ、お前の顔はネットでも出てるぞ、どうするんだ？ 

縁起物のおせちで詐欺行為とはバカだね 

両親、親族、妻に迷惑掛けないためにはどうすればいいか考えろ

答えは一つだよな 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:38:24 ID:BtuvG62i0 

Ｍの奥さん、ここ見てるかな 

早く、役所に行って離婚届けをもらってきなさい 

本当に、妻の事を考えてるならＭ本人から言うはずだけどね 

奥さん、ネット社会では隠し撮りであなたの顔もネット上に流出す

る可能性があります 

甲斐性のない男を選んだあなたが悪いのですがね 

それとも、あなたも同類ですか？ 

そうだとしたら、デリヘルかピンサロで働きなさい。
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概　要日時

平成22年
11月

平成22年
12月31日
午後4時

同じ項

上記口コミ
掲載以降

平成23年
1月1日
午前11時

平成23年
1月1日
午後1時、
午後5時

平成23年
1月1日
午後

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日以降

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月7日

事件発生以降

　株式会社外食文化研究所が運営する「バードカフェ」が、グルーポン
サイトにて、「21,000円のおせちが50％OFFの10,500円になるクーポ
ン」の販売を開始。
　その後、クーポンの売れ行きが好調であったため、当初のクーポン販
売枚数を50枚から500枚に大幅に拡大し、また、販売期間も延長した。

　レストラン等の口コミサイト「食べログ」の「バードカフェ 横浜店」ペー
ジに、販売されたおせちの写真とともに、

「年末の買い物を終えて、「今年はおせちの準備がラクでいいなぁ」など

と家内といいながら、帰宅して届いた「おせち」を見てびっくり。

内容はスッカスカ。

これで4人前？

まるで叩き付けたように盛りつけたような、雑な盛りつけ。

全部で33品と書いてあったのに、あれ？ 25、6品？

...おいおい、チーズってホイルに包まれたまま？

えっ？　キャビアってこの端っこに倒れているこれ？

伊達巻き二切れだけど、これを4人で取り分けるの？

いや、何かの間違いだろ、電話してみようよ、お店に。

気を取り直して電話掛けてみたら...

ツーツーツー。

話中で全く繋がらない。

お店から誠意ある対応がなされることを期待します。

ああ、気分が悪い。

最悪です。」

と書き込まれる。

　上記のほかにも、グルーポン社、バードカフェに対し、「届かない」、「内
容が違う」等の苦情が相次ぐ。

　２ちゃんねる等のインターネット掲示板、各種ブログ等が取り上げる。

・「ネタ的なニュースちゃんねる」　【グルーポン（@keisukeseto0226）お

せち事件に新展開】

・「ネットのお話 ブログ」　【グルーポン「新年だから残飯を送りつけた

ら１万円儲かった。^ −＾」】

・「ライブドアブログ」痛いニュース(ﾉ∀`)　【グルーポンの割引で買っ

たおせち料理が酷すぎると話題に】

・「ガジェット通信」　【グルーポンで買ったおせち料理が「見本と違う」

と話題に！　腐っているという報告も多数】

・「にゅうにゅうす」　【詐欺クーポンのグルーポンで買ったおせち料理が

残飯と思わせて酷すぎると話題に】

　特に、「２ちゃんねる」では１月１日午前中に、「グルーポンの割引お
せち料理が酷すぎと話題」とのスレッドタイトルが立てられて以降、１
月30日の段階で、継続スレッドが95まで続いている（実に95000件
（1000件×95）の書込みが行われている計算になる）。

　グルーポンがtwitterに謝罪文を掲載

＜内容＞
【御節にお問い合わせの皆様へ】新年早々大変申し訳ございません。全額

返金はもちろんのことお詫びの対応も致します、support@qpod.jpにご連

絡いただければ幸いです。今回の教訓を元に更に精進し、満足頂けるサー

ビスをご提供して参ります、今年もグルーポンをよろしくお願い致しま

す。

　グルーポン社が、自社ウェブサイトにアナウンスを掲載

【グルーポンのアナウンス】
先のお知らせ（http://info.groupon.jp/topics/20110101-381.html）で
ご案内しておりました「バードカフェ謹製おせち」の件では、多大なる
ご迷惑・ご心配をおかけし、謹んでお詫び申し上げます。

本クーポンを購入されたお客様に、対象クーポンご購入金額を上限とし
て全額返金するとともに、ささやかながらお詫びの気持ちとして、下記
のとおり、お客様にお選び頂ける商品カタログをご用意致しました。
---------------------------------------------
＜対象者＞
・下記のクーポンを購入されたお客様
　50%OFF【10,500円】2011年迎春
≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・３段・７寸（４
人分）配送料込≫

　12月31日着
　http://www.groupon.jp/deal-detail/cid/1670
＜返金内容＞
　対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　※複数枚購入されたお客様には【クーポン代金×購入枚数分】のご返

金となります。
　※返金方法及びスケジュールにつきましては１月５日（水）以降に改

めてご連絡させて頂きます。
＜グルーポンお詫びカタログ内容について＞
　お選びいただける商品
　　１）チョコレート（BABBI 5000円相当商品）　※お届け先へ配送
　　２）アイスクリームギフト券（ハーゲンダッツ 5000円分)　※お届

け先へ配送
　　３）お花　花門フラワーゲート カタログギフト（5000円分）　※お

届け先へ配送
　　４）グルーポン5,000円分チケット　※ご登録アカウント（マイペー

ジ）に配布
上記４点の中から、ご希望の商品を１点お選びの上、お申込みください。

　※お詫びの品につきましては、ご購入者様お一人につき１点となりま
す。

＜お申込み方法と期限＞
お手数でございますが　下記のお問い合わせフォームより、お申込み
をお願い致します。

　●お問い合わせフォーム：http://www.groupon.jp/contact/
　　※お問い合わせ内容は「その他」をご選択ください。
　●ご記載頂きたい内容（必須）
　　・お名前
　　・ご登録メールアドレス
　　・要件：バードカフェおせちお詫びカタログの件
　　・ご希望商品：上記４点より１点お選びください。
　　・ご自宅（お届け先）の郵便番号・住所・お名前・電話番号
　●お申込み期限：誠に勝手ながら、１月17日（月）18:00までとさせ

て頂きます。
　※メールアドレス宛に送る場合は、support@groupon.jp宛に
　タイトルに【バードカフェおせちお詫びカタログの件】と記載の上、
　上記内容をお送りください。
-------------------------------------------

この度、購入されたお客様には「バードカフェ謹製おせち」の件で、年
始早々より、ご迷惑・ご不快な思いを招いてしまいましたことを、心よ
りお詫び申し上げます。

　「ネットのお話」サイトに、外食文化研究所代表取締役Ｍ氏へのインタ
ビューが掲載される。

＜内容の抜粋＞
─なぜこのような事が起こったのでしょうか？

まず大変申し訳なく思っておりそれを謝罪させて頂きたいと思いま
す。今回このような事が起こった経緯として、バードカフェという
店舗にて料理の制作等を行っていたのですが初期に想定していた販
売数は100に対して実際は500の注文が入りました。グルーポンで
ここまで反響があるとは想定しておらず、企画そのものの見切り発
車となってしまった部分が大きく考えられます。

─なぜ見切り発車してしまったのですか？

完全に力不足です。商品が本来あるべき形にならないと分かった時
点でキャンセルすべきでした。しかし、浮足立ってしまった事もあ
り現在の形で販売してしまいました。

─そもそも、このような商品内容で配送した時点でクレームがつくのは

目に見えていたのでは？

キャンセルか不完全な状態でも配送か二つの選択で悩みましたが、
お客様との契約を優先として考え、商品が届く事がまず大事と判断
しました。

─２ちゃんねる等でもかなり話題になっていますが、そういった内容が

ご覧になられていますか？

はい。おおよそのスレッドに関しては把握し、状況を受け止めてお
ります。

　2ちゃんねる投稿者の一人が、おせちを製造したと思われる店舗のゴミ
箱を探索し、捨てられていた「食材等の納品書」を発見する。
この納品書の内容から、おせちの広告内容が虚偽表示であったとの疑惑
が生じる。

＜疑惑が生じた例＞
キャビア　→ランプフィッシュの卵

丹波の黒豆　→中国産ぶどう豆

フランス産シャラン鴨のロースト　→国産鴨

鹿児島産黒豚の京味噌漬け　→アメリカ産黒豚

　外食文化研究所が謝罪文を掲載し、また、Ｍ氏が代表取締役を辞任する
ことを発表する。

　マスコミや各種のニュースウェブサイトも本件を大きく取り上げ始め
る。
・「NHKニュース」　【ネット販売おせち 苦情で返金】

・「テレビ朝日」　【「見本と違う！」ネット販売のおせちに苦情殺到】

・「asahi.com」　【おせち200人に届かず　料理にいたみも？　グルーポン 

- 社会】

・「日本経済新聞」　【お節料理「見本と違う」、ネット購入者とトラブル】

・「MSN産経ニュース」　【お節料理「見本と違う」　500セット、全額返金】

・「YOMIURI ONLINE（読売新聞）」　【ネット注文おせち「見本と違う」...

納品遅れも】

・「ウォール・ストリート・ジャーナル」　【After Mochi, Osechi: The First 

Food Brouhaha of the New Year Troubles Traditional Japanese Meal 

Purchased on Groupon, Rakuten - Japan Real Time – WSJ】

　グルーポン社が、自社ウェブサイトに「バードカフェ (横浜)「謹製お
せち」についてのお詫びとご報告」と題する文書を掲載

【バードカフェ (横浜)「謹製おせち」についてのお詫びとご報告】
１．経緯について
2010年11月25日正午～11月27日正午
　＊バードカフェが提供する「謹製おせち」（以下、当該商品）21,000

円を10,500円のクーポン（以下、本クーポン）として販売
　＊本クーポンの販売数：500セット限定 （完売）
　＊配送予定日：12月31日
2010年12月31日11：00頃
　＊本クーポンをご購入者様から、配送が遅延していること、また当該

商品の内容について点数や量、盛り付けなどが写真など事前の説明
と異なるというご苦情、お問い合わせ、ご報告が、弊社のお問い合
わせ窓口（ホームページ経由のメール）に（12月31日24:00まで
の問い合わせ総数：92件）寄せられる。

　＊バードカフェへの状況確認と弊社の社内調査により、当該商品の内
容が異なり、また配送遅延があったことを認識。

2011年1月1日13：22
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」の件について

の謝罪文を公表。
2011年1月1日17：18
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」ご購入のお客

様へのお詫びとして、本クーポンをご購入の全てのお客様に全額返
金する旨、また5,000円相当のお詫びの商品をご用意させて頂く旨
を公表。また同様のお知らせを本クーポンご購入の全てのお客様に
メールで送信。

２．内容及び今後の対応について
（1）対象者
　＊本クーポンご購入者様全員
（2）今後の対応
　＊対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　＊お詫び（グルーポン商品）の謹呈（いずれか一つ）
　1. チョコレート(5,000円相当商品)
　2. アイスクリームギフト券（5,000円分）
　3. お花 カタログギフト(5,000円分)
　4. グルーポン5,000円分利用チケット
３．原因および問題認識について
　＊本クーポンによりお客様がご購入された当該商品の提供元について、

その品質管理、製造管理、配送管理などにおいて、十分適切である
ことを見極め切れませんでした。

　＊ご購入者様からのご苦情、お問い合わせなどに対応する窓口が弊社
ホームページ経由のメールのみであったため事態の把握と対応にタ
イムラグを生じさせてしまいました。

４．今後の対策について
　＊クーポン商品の提供会社に対する事前審査を厳格化いたします。
　＊クーポンご購入者様からの専用お問い合わせ窓口を設置いたします。
　＊お客様、加盟店舗様に一層安心して弊社サイト「GROUPON」をご

利用頂けるよう、社内教育の更なる拡充並びに業務管理体制の強化
を図ってまいります。

　岡崎トミ子消費者行政担当相が、１月５日の閣議後記者会見にて、「実
際にそうであれば景品表示法違反になる」と述べ、違反事実が明らかに
なれば厳正に対処する意向を示した。

　横浜市保健所が、１月４日に商品を提供した「外食文化研究所」に立
ち入り調査し、製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調査し
たことを発表する。

　消費者庁は７日までに、景品表示法違反の疑いもあるとして外食文化
研究所のＭ氏から来週中に事情を聴くことを決定した。
また、神奈川県と農林水産省も、７日までに、販売方法が日本農林規格（Ｊ
ＡＳ）法の適用対象になるか調査を行った。

　インターネット上で株式会社外食文化研究所の代表取締役Ｍ氏個人に
対する誹謗中傷が繰り広げられる。

株式会社外食文化研究所代表を誹謗中傷する書込み（２ちゃんねる）
【抜粋】
名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 03:20:39 ID:GgQSgNef0 

ＭはＸＸ駅前の高級タワーマンションの高層階に住んで 

他人を正月から騙して逃げる。 

そりゃ徹底的に追い詰められて当然だよｗ 

他人を露骨に騙して自分は贅沢三昧だろ。 

しかも結婚直後ｗ 

家族も含めて死んで欲しいよ。 

こういう詐欺野郎は。 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:11:39 ID:BtuvG62i0 

Ｍ、お前はもう終わったよ 

残念だが、今の社会では復帰は不可能 

一度、罪を犯してしまうと、次に何かやろうとしても、社会が許さな

い

残念だが、今の日本の現状だよ 

今後、ここぞとばかりに消費者庁含め関係各所は動き出すだろう

なんせ、世間にアピールできる絶好のチャンスだからな、民主党に

とっても好機だから徹底的に追い込まれるぞ 

それから、社員およびパート従業員は給料の不払いや遅延が起こる

可能性大だから、早く辞めた方がいい 

変なまきぞいに巻き込まれないうちにな 

Ｍ、お前の顔はネットでも出てるぞ、どうするんだ？ 

縁起物のおせちで詐欺行為とはバカだね 

両親、親族、妻に迷惑掛けないためにはどうすればいいか考えろ

答えは一つだよな 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:38:24 ID:BtuvG62i0 

Ｍの奥さん、ここ見てるかな 

早く、役所に行って離婚届けをもらってきなさい 

本当に、妻の事を考えてるならＭ本人から言うはずだけどね 

奥さん、ネット社会では隠し撮りであなたの顔もネット上に流出す

る可能性があります 

甲斐性のない男を選んだあなたが悪いのですがね 

それとも、あなたも同類ですか？ 

そうだとしたら、デリヘルかピンサロで働きなさい。



7序章　課題概要と全体構造

概　要日時

平成22年
11月

平成22年
12月31日
午後4時

同じ項

上記口コミ
掲載以降

平成23年
1月1日
午前11時

平成23年
1月1日
午後1時、
午後5時

平成23年
1月1日
午後

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日以降

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月7日

事件発生以降

　株式会社外食文化研究所が運営する「バードカフェ」が、グルーポン
サイトにて、「21,000円のおせちが50％OFFの10,500円になるクーポ
ン」の販売を開始。
　その後、クーポンの売れ行きが好調であったため、当初のクーポン販
売枚数を50枚から500枚に大幅に拡大し、また、販売期間も延長した。

　レストラン等の口コミサイト「食べログ」の「バードカフェ 横浜店」ペー
ジに、販売されたおせちの写真とともに、

「年末の買い物を終えて、「今年はおせちの準備がラクでいいなぁ」など

と家内といいながら、帰宅して届いた「おせち」を見てびっくり。

内容はスッカスカ。

これで4人前？

まるで叩き付けたように盛りつけたような、雑な盛りつけ。

全部で33品と書いてあったのに、あれ？ 25、6品？

...おいおい、チーズってホイルに包まれたまま？

えっ？　キャビアってこの端っこに倒れているこれ？

伊達巻き二切れだけど、これを4人で取り分けるの？

いや、何かの間違いだろ、電話してみようよ、お店に。

気を取り直して電話掛けてみたら...

ツーツーツー。

話中で全く繋がらない。

お店から誠意ある対応がなされることを期待します。

ああ、気分が悪い。

最悪です。」

と書き込まれる。

　上記のほかにも、グルーポン社、バードカフェに対し、「届かない」、「内
容が違う」等の苦情が相次ぐ。

　２ちゃんねる等のインターネット掲示板、各種ブログ等が取り上げる。

・「ネタ的なニュースちゃんねる」　【グルーポン（@keisukeseto0226）お

せち事件に新展開】

・「ネットのお話 ブログ」　【グルーポン「新年だから残飯を送りつけた

ら１万円儲かった。^ −＾」】

・「ライブドアブログ」痛いニュース(ﾉ∀`)　【グルーポンの割引で買っ

たおせち料理が酷すぎると話題に】

・「ガジェット通信」　【グルーポンで買ったおせち料理が「見本と違う」

と話題に！　腐っているという報告も多数】

・「にゅうにゅうす」　【詐欺クーポンのグルーポンで買ったおせち料理が

残飯と思わせて酷すぎると話題に】

　特に、「２ちゃんねる」では１月１日午前中に、「グルーポンの割引お
せち料理が酷すぎと話題」とのスレッドタイトルが立てられて以降、１
月30日の段階で、継続スレッドが95まで続いている（実に95000件
（1000件×95）の書込みが行われている計算になる）。

　グルーポンがtwitterに謝罪文を掲載

＜内容＞
【御節にお問い合わせの皆様へ】新年早々大変申し訳ございません。全額

返金はもちろんのことお詫びの対応も致します、support@qpod.jpにご連

絡いただければ幸いです。今回の教訓を元に更に精進し、満足頂けるサー

ビスをご提供して参ります、今年もグルーポンをよろしくお願い致しま

す。

　グルーポン社が、自社ウェブサイトにアナウンスを掲載

【グルーポンのアナウンス】
先のお知らせ（http://info.groupon.jp/topics/20110101-381.html）で
ご案内しておりました「バードカフェ謹製おせち」の件では、多大なる
ご迷惑・ご心配をおかけし、謹んでお詫び申し上げます。

本クーポンを購入されたお客様に、対象クーポンご購入金額を上限とし
て全額返金するとともに、ささやかながらお詫びの気持ちとして、下記
のとおり、お客様にお選び頂ける商品カタログをご用意致しました。
---------------------------------------------
＜対象者＞
・下記のクーポンを購入されたお客様
　50%OFF【10,500円】2011年迎春
≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・３段・７寸（４
人分）配送料込≫

　12月31日着
　http://www.groupon.jp/deal-detail/cid/1670
＜返金内容＞
　対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　※複数枚購入されたお客様には【クーポン代金×購入枚数分】のご返

金となります。
　※返金方法及びスケジュールにつきましては１月５日（水）以降に改

めてご連絡させて頂きます。
＜グルーポンお詫びカタログ内容について＞
　お選びいただける商品
　　１）チョコレート（BABBI 5000円相当商品）　※お届け先へ配送
　　２）アイスクリームギフト券（ハーゲンダッツ 5000円分)　※お届

け先へ配送
　　３）お花　花門フラワーゲート カタログギフト（5000円分）　※お

届け先へ配送
　　４）グルーポン5,000円分チケット　※ご登録アカウント（マイペー

ジ）に配布
上記４点の中から、ご希望の商品を１点お選びの上、お申込みください。

　※お詫びの品につきましては、ご購入者様お一人につき１点となりま
す。

＜お申込み方法と期限＞
お手数でございますが　下記のお問い合わせフォームより、お申込み
をお願い致します。

　●お問い合わせフォーム：http://www.groupon.jp/contact/
　　※お問い合わせ内容は「その他」をご選択ください。
　●ご記載頂きたい内容（必須）
　　・お名前
　　・ご登録メールアドレス
　　・要件：バードカフェおせちお詫びカタログの件
　　・ご希望商品：上記４点より１点お選びください。
　　・ご自宅（お届け先）の郵便番号・住所・お名前・電話番号
　●お申込み期限：誠に勝手ながら、１月17日（月）18:00までとさせ

て頂きます。
　※メールアドレス宛に送る場合は、support@groupon.jp宛に
　タイトルに【バードカフェおせちお詫びカタログの件】と記載の上、
　上記内容をお送りください。
-------------------------------------------

この度、購入されたお客様には「バードカフェ謹製おせち」の件で、年
始早々より、ご迷惑・ご不快な思いを招いてしまいましたことを、心よ
りお詫び申し上げます。

　「ネットのお話」サイトに、外食文化研究所代表取締役Ｍ氏へのインタ
ビューが掲載される。

＜内容の抜粋＞
─なぜこのような事が起こったのでしょうか？

まず大変申し訳なく思っておりそれを謝罪させて頂きたいと思いま
す。今回このような事が起こった経緯として、バードカフェという
店舗にて料理の制作等を行っていたのですが初期に想定していた販
売数は100に対して実際は500の注文が入りました。グルーポンで
ここまで反響があるとは想定しておらず、企画そのものの見切り発
車となってしまった部分が大きく考えられます。

─なぜ見切り発車してしまったのですか？

完全に力不足です。商品が本来あるべき形にならないと分かった時
点でキャンセルすべきでした。しかし、浮足立ってしまった事もあ
り現在の形で販売してしまいました。

─そもそも、このような商品内容で配送した時点でクレームがつくのは

目に見えていたのでは？

キャンセルか不完全な状態でも配送か二つの選択で悩みましたが、
お客様との契約を優先として考え、商品が届く事がまず大事と判断
しました。

─２ちゃんねる等でもかなり話題になっていますが、そういった内容が

ご覧になられていますか？

はい。おおよそのスレッドに関しては把握し、状況を受け止めてお
ります。

　2ちゃんねる投稿者の一人が、おせちを製造したと思われる店舗のゴミ
箱を探索し、捨てられていた「食材等の納品書」を発見する。
この納品書の内容から、おせちの広告内容が虚偽表示であったとの疑惑
が生じる。

＜疑惑が生じた例＞
キャビア　→ランプフィッシュの卵

丹波の黒豆　→中国産ぶどう豆

フランス産シャラン鴨のロースト　→国産鴨

鹿児島産黒豚の京味噌漬け　→アメリカ産黒豚

　外食文化研究所が謝罪文を掲載し、また、Ｍ氏が代表取締役を辞任する
ことを発表する。

　マスコミや各種のニュースウェブサイトも本件を大きく取り上げ始め
る。
・「NHKニュース」　【ネット販売おせち 苦情で返金】

・「テレビ朝日」　【「見本と違う！」ネット販売のおせちに苦情殺到】

・「asahi.com」　【おせち200人に届かず　料理にいたみも？　グルーポン 

- 社会】

・「日本経済新聞」　【お節料理「見本と違う」、ネット購入者とトラブル】

・「MSN産経ニュース」　【お節料理「見本と違う」　500セット、全額返金】

・「YOMIURI ONLINE（読売新聞）」　【ネット注文おせち「見本と違う」...

納品遅れも】

・「ウォール・ストリート・ジャーナル」　【After Mochi, Osechi: The First 

Food Brouhaha of the New Year Troubles Traditional Japanese Meal 

Purchased on Groupon, Rakuten - Japan Real Time – WSJ】

　グルーポン社が、自社ウェブサイトに「バードカフェ (横浜)「謹製お
せち」についてのお詫びとご報告」と題する文書を掲載

【バードカフェ (横浜)「謹製おせち」についてのお詫びとご報告】
１．経緯について
2010年11月25日正午～11月27日正午
　＊バードカフェが提供する「謹製おせち」（以下、当該商品）21,000

円を10,500円のクーポン（以下、本クーポン）として販売
　＊本クーポンの販売数：500セット限定 （完売）
　＊配送予定日：12月31日
2010年12月31日11：00頃
　＊本クーポンをご購入者様から、配送が遅延していること、また当該

商品の内容について点数や量、盛り付けなどが写真など事前の説明
と異なるというご苦情、お問い合わせ、ご報告が、弊社のお問い合
わせ窓口（ホームページ経由のメール）に（12月31日24:00まで
の問い合わせ総数：92件）寄せられる。

　＊バードカフェへの状況確認と弊社の社内調査により、当該商品の内
容が異なり、また配送遅延があったことを認識。

2011年1月1日13：22
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」の件について

の謝罪文を公表。
2011年1月1日17：18
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」ご購入のお客

様へのお詫びとして、本クーポンをご購入の全てのお客様に全額返
金する旨、また5,000円相当のお詫びの商品をご用意させて頂く旨
を公表。また同様のお知らせを本クーポンご購入の全てのお客様に
メールで送信。

２．内容及び今後の対応について
（1）対象者
　＊本クーポンご購入者様全員
（2）今後の対応
　＊対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　＊お詫び（グルーポン商品）の謹呈（いずれか一つ）
　1. チョコレート(5,000円相当商品)
　2. アイスクリームギフト券（5,000円分）
　3. お花 カタログギフト(5,000円分)
　4. グルーポン5,000円分利用チケット
３．原因および問題認識について
　＊本クーポンによりお客様がご購入された当該商品の提供元について、

その品質管理、製造管理、配送管理などにおいて、十分適切である
ことを見極め切れませんでした。

　＊ご購入者様からのご苦情、お問い合わせなどに対応する窓口が弊社
ホームページ経由のメールのみであったため事態の把握と対応にタ
イムラグを生じさせてしまいました。

４．今後の対策について
　＊クーポン商品の提供会社に対する事前審査を厳格化いたします。
　＊クーポンご購入者様からの専用お問い合わせ窓口を設置いたします。
　＊お客様、加盟店舗様に一層安心して弊社サイト「GROUPON」をご

利用頂けるよう、社内教育の更なる拡充並びに業務管理体制の強化
を図ってまいります。

　岡崎トミ子消費者行政担当相が、１月５日の閣議後記者会見にて、「実
際にそうであれば景品表示法違反になる」と述べ、違反事実が明らかに
なれば厳正に対処する意向を示した。

　横浜市保健所が、１月４日に商品を提供した「外食文化研究所」に立
ち入り調査し、製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調査し
たことを発表する。

　消費者庁は７日までに、景品表示法違反の疑いもあるとして外食文化
研究所のＭ氏から来週中に事情を聴くことを決定した。
また、神奈川県と農林水産省も、７日までに、販売方法が日本農林規格（Ｊ
ＡＳ）法の適用対象になるか調査を行った。

　インターネット上で株式会社外食文化研究所の代表取締役Ｍ氏個人に
対する誹謗中傷が繰り広げられる。

株式会社外食文化研究所代表を誹謗中傷する書込み（２ちゃんねる）
【抜粋】
名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 03:20:39 ID:GgQSgNef0 

ＭはＸＸ駅前の高級タワーマンションの高層階に住んで 

他人を正月から騙して逃げる。 

そりゃ徹底的に追い詰められて当然だよｗ 

他人を露骨に騙して自分は贅沢三昧だろ。 

しかも結婚直後ｗ 

家族も含めて死んで欲しいよ。 

こういう詐欺野郎は。 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:11:39 ID:BtuvG62i0 

Ｍ、お前はもう終わったよ 

残念だが、今の社会では復帰は不可能 

一度、罪を犯してしまうと、次に何かやろうとしても、社会が許さな

い

残念だが、今の日本の現状だよ 

今後、ここぞとばかりに消費者庁含め関係各所は動き出すだろう

なんせ、世間にアピールできる絶好のチャンスだからな、民主党に

とっても好機だから徹底的に追い込まれるぞ 

それから、社員およびパート従業員は給料の不払いや遅延が起こる

可能性大だから、早く辞めた方がいい 

変なまきぞいに巻き込まれないうちにな 

Ｍ、お前の顔はネットでも出てるぞ、どうするんだ？ 

縁起物のおせちで詐欺行為とはバカだね 

両親、親族、妻に迷惑掛けないためにはどうすればいいか考えろ

答えは一つだよな 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:38:24 ID:BtuvG62i0 

Ｍの奥さん、ここ見てるかな 

早く、役所に行って離婚届けをもらってきなさい 

本当に、妻の事を考えてるならＭ本人から言うはずだけどね 

奥さん、ネット社会では隠し撮りであなたの顔もネット上に流出す

る可能性があります 

甲斐性のない男を選んだあなたが悪いのですがね 

それとも、あなたも同類ですか？ 

そうだとしたら、デリヘルかピンサロで働きなさい。
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概　要日時

平成22年
11月

平成22年
12月31日
午後4時

同じ項

上記口コミ
掲載以降

平成23年
1月1日
午前11時

平成23年
1月1日
午後1時、
午後5時

平成23年
1月1日
午後

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日

平成23年
1月2日以降

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月5日

平成23年
1月7日

事件発生以降

　株式会社外食文化研究所が運営する「バードカフェ」が、グルーポン
サイトにて、「21,000円のおせちが50％OFFの10,500円になるクーポ
ン」の販売を開始。
　その後、クーポンの売れ行きが好調であったため、当初のクーポン販
売枚数を50枚から500枚に大幅に拡大し、また、販売期間も延長した。

　レストラン等の口コミサイト「食べログ」の「バードカフェ 横浜店」ペー
ジに、販売されたおせちの写真とともに、

「年末の買い物を終えて、「今年はおせちの準備がラクでいいなぁ」など

と家内といいながら、帰宅して届いた「おせち」を見てびっくり。

内容はスッカスカ。

これで4人前？

まるで叩き付けたように盛りつけたような、雑な盛りつけ。

全部で33品と書いてあったのに、あれ？ 25、6品？

...おいおい、チーズってホイルに包まれたまま？

えっ？　キャビアってこの端っこに倒れているこれ？

伊達巻き二切れだけど、これを4人で取り分けるの？

いや、何かの間違いだろ、電話してみようよ、お店に。

気を取り直して電話掛けてみたら...

ツーツーツー。

話中で全く繋がらない。

お店から誠意ある対応がなされることを期待します。

ああ、気分が悪い。

最悪です。」

と書き込まれる。

　上記のほかにも、グルーポン社、バードカフェに対し、「届かない」、「内
容が違う」等の苦情が相次ぐ。

　２ちゃんねる等のインターネット掲示板、各種ブログ等が取り上げる。

・「ネタ的なニュースちゃんねる」　【グルーポン（@keisukeseto0226）お

せち事件に新展開】

・「ネットのお話 ブログ」　【グルーポン「新年だから残飯を送りつけた

ら１万円儲かった。^ −＾」】

・「ライブドアブログ」痛いニュース(ﾉ∀`)　【グルーポンの割引で買っ

たおせち料理が酷すぎると話題に】

・「ガジェット通信」　【グルーポンで買ったおせち料理が「見本と違う」

と話題に！　腐っているという報告も多数】

・「にゅうにゅうす」　【詐欺クーポンのグルーポンで買ったおせち料理が

残飯と思わせて酷すぎると話題に】

　特に、「２ちゃんねる」では１月１日午前中に、「グルーポンの割引お
せち料理が酷すぎと話題」とのスレッドタイトルが立てられて以降、１
月30日の段階で、継続スレッドが95まで続いている（実に95000件
（1000件×95）の書込みが行われている計算になる）。

　グルーポンがtwitterに謝罪文を掲載

＜内容＞
【御節にお問い合わせの皆様へ】新年早々大変申し訳ございません。全額

返金はもちろんのことお詫びの対応も致します、support@qpod.jpにご連

絡いただければ幸いです。今回の教訓を元に更に精進し、満足頂けるサー

ビスをご提供して参ります、今年もグルーポンをよろしくお願い致しま

す。

　グルーポン社が、自社ウェブサイトにアナウンスを掲載

【グルーポンのアナウンス】
先のお知らせ（http://info.groupon.jp/topics/20110101-381.html）で
ご案内しておりました「バードカフェ謹製おせち」の件では、多大なる
ご迷惑・ご心配をおかけし、謹んでお詫び申し上げます。

本クーポンを購入されたお客様に、対象クーポンご購入金額を上限とし
て全額返金するとともに、ささやかながらお詫びの気持ちとして、下記
のとおり、お客様にお選び頂ける商品カタログをご用意致しました。
---------------------------------------------
＜対象者＞
・下記のクーポンを購入されたお客様
　50%OFF【10,500円】2011年迎春
≪横浜の人気レストラン厳選食材を使ったお節33品・３段・７寸（４
人分）配送料込≫

　12月31日着
　http://www.groupon.jp/deal-detail/cid/1670
＜返金内容＞
　対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　※複数枚購入されたお客様には【クーポン代金×購入枚数分】のご返

金となります。
　※返金方法及びスケジュールにつきましては１月５日（水）以降に改

めてご連絡させて頂きます。
＜グルーポンお詫びカタログ内容について＞
　お選びいただける商品
　　１）チョコレート（BABBI 5000円相当商品）　※お届け先へ配送
　　２）アイスクリームギフト券（ハーゲンダッツ 5000円分)　※お届

け先へ配送
　　３）お花　花門フラワーゲート カタログギフト（5000円分）　※お

届け先へ配送
　　４）グルーポン5,000円分チケット　※ご登録アカウント（マイペー

ジ）に配布
上記４点の中から、ご希望の商品を１点お選びの上、お申込みください。

　※お詫びの品につきましては、ご購入者様お一人につき１点となりま
す。

＜お申込み方法と期限＞
お手数でございますが　下記のお問い合わせフォームより、お申込み
をお願い致します。

　●お問い合わせフォーム：http://www.groupon.jp/contact/
　　※お問い合わせ内容は「その他」をご選択ください。
　●ご記載頂きたい内容（必須）
　　・お名前
　　・ご登録メールアドレス
　　・要件：バードカフェおせちお詫びカタログの件
　　・ご希望商品：上記４点より１点お選びください。
　　・ご自宅（お届け先）の郵便番号・住所・お名前・電話番号
　●お申込み期限：誠に勝手ながら、１月17日（月）18:00までとさせ

て頂きます。
　※メールアドレス宛に送る場合は、support@groupon.jp宛に
　タイトルに【バードカフェおせちお詫びカタログの件】と記載の上、
　上記内容をお送りください。
-------------------------------------------

この度、購入されたお客様には「バードカフェ謹製おせち」の件で、年
始早々より、ご迷惑・ご不快な思いを招いてしまいましたことを、心よ
りお詫び申し上げます。

　「ネットのお話」サイトに、外食文化研究所代表取締役Ｍ氏へのインタ
ビューが掲載される。

＜内容の抜粋＞
─なぜこのような事が起こったのでしょうか？

まず大変申し訳なく思っておりそれを謝罪させて頂きたいと思いま
す。今回このような事が起こった経緯として、バードカフェという
店舗にて料理の制作等を行っていたのですが初期に想定していた販
売数は100に対して実際は500の注文が入りました。グルーポンで
ここまで反響があるとは想定しておらず、企画そのものの見切り発
車となってしまった部分が大きく考えられます。

─なぜ見切り発車してしまったのですか？

完全に力不足です。商品が本来あるべき形にならないと分かった時
点でキャンセルすべきでした。しかし、浮足立ってしまった事もあ
り現在の形で販売してしまいました。

─そもそも、このような商品内容で配送した時点でクレームがつくのは

目に見えていたのでは？

キャンセルか不完全な状態でも配送か二つの選択で悩みましたが、
お客様との契約を優先として考え、商品が届く事がまず大事と判断
しました。

─２ちゃんねる等でもかなり話題になっていますが、そういった内容が

ご覧になられていますか？

はい。おおよそのスレッドに関しては把握し、状況を受け止めてお
ります。

　2ちゃんねる投稿者の一人が、おせちを製造したと思われる店舗のゴミ
箱を探索し、捨てられていた「食材等の納品書」を発見する。
この納品書の内容から、おせちの広告内容が虚偽表示であったとの疑惑
が生じる。

＜疑惑が生じた例＞
キャビア　→ランプフィッシュの卵

丹波の黒豆　→中国産ぶどう豆

フランス産シャラン鴨のロースト　→国産鴨

鹿児島産黒豚の京味噌漬け　→アメリカ産黒豚

　外食文化研究所が謝罪文を掲載し、また、Ｍ氏が代表取締役を辞任する
ことを発表する。

　マスコミや各種のニュースウェブサイトも本件を大きく取り上げ始め
る。
・「NHKニュース」　【ネット販売おせち 苦情で返金】

・「テレビ朝日」　【「見本と違う！」ネット販売のおせちに苦情殺到】

・「asahi.com」　【おせち200人に届かず　料理にいたみも？　グルーポン 

- 社会】

・「日本経済新聞」　【お節料理「見本と違う」、ネット購入者とトラブル】

・「MSN産経ニュース」　【お節料理「見本と違う」　500セット、全額返金】

・「YOMIURI ONLINE（読売新聞）」　【ネット注文おせち「見本と違う」...

納品遅れも】

・「ウォール・ストリート・ジャーナル」　【After Mochi, Osechi: The First 

Food Brouhaha of the New Year Troubles Traditional Japanese Meal 

Purchased on Groupon, Rakuten - Japan Real Time – WSJ】

　グルーポン社が、自社ウェブサイトに「バードカフェ (横浜)「謹製お
せち」についてのお詫びとご報告」と題する文書を掲載

【バードカフェ (横浜)「謹製おせち」についてのお詫びとご報告】
１．経緯について
2010年11月25日正午～11月27日正午
　＊バードカフェが提供する「謹製おせち」（以下、当該商品）21,000

円を10,500円のクーポン（以下、本クーポン）として販売
　＊本クーポンの販売数：500セット限定 （完売）
　＊配送予定日：12月31日
2010年12月31日11：00頃
　＊本クーポンをご購入者様から、配送が遅延していること、また当該

商品の内容について点数や量、盛り付けなどが写真など事前の説明
と異なるというご苦情、お問い合わせ、ご報告が、弊社のお問い合
わせ窓口（ホームページ経由のメール）に（12月31日24:00まで
の問い合わせ総数：92件）寄せられる。

　＊バードカフェへの状況確認と弊社の社内調査により、当該商品の内
容が異なり、また配送遅延があったことを認識。

2011年1月1日13：22
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」の件について

の謝罪文を公表。
2011年1月1日17：18
　＊弊社ホームページにて、バードカフェ「謹製おせち」ご購入のお客

様へのお詫びとして、本クーポンをご購入の全てのお客様に全額返
金する旨、また5,000円相当のお詫びの商品をご用意させて頂く旨
を公表。また同様のお知らせを本クーポンご購入の全てのお客様に
メールで送信。

２．内容及び今後の対応について
（1）対象者
　＊本クーポンご購入者様全員
（2）今後の対応
　＊対象クーポンご購入金額を上限として全額返金
　＊お詫び（グルーポン商品）の謹呈（いずれか一つ）
　1. チョコレート(5,000円相当商品)
　2. アイスクリームギフト券（5,000円分）
　3. お花 カタログギフト(5,000円分)
　4. グルーポン5,000円分利用チケット
３．原因および問題認識について
　＊本クーポンによりお客様がご購入された当該商品の提供元について、

その品質管理、製造管理、配送管理などにおいて、十分適切である
ことを見極め切れませんでした。

　＊ご購入者様からのご苦情、お問い合わせなどに対応する窓口が弊社
ホームページ経由のメールのみであったため事態の把握と対応にタ
イムラグを生じさせてしまいました。

４．今後の対策について
　＊クーポン商品の提供会社に対する事前審査を厳格化いたします。
　＊クーポンご購入者様からの専用お問い合わせ窓口を設置いたします。
　＊お客様、加盟店舗様に一層安心して弊社サイト「GROUPON」をご

利用頂けるよう、社内教育の更なる拡充並びに業務管理体制の強化
を図ってまいります。

　岡崎トミ子消費者行政担当相が、１月５日の閣議後記者会見にて、「実
際にそうであれば景品表示法違反になる」と述べ、違反事実が明らかに
なれば厳正に対処する意向を示した。

　横浜市保健所が、１月４日に商品を提供した「外食文化研究所」に立
ち入り調査し、製造作業に衛生管理上の問題がなかったかなどを調査し
たことを発表する。

　消費者庁は７日までに、景品表示法違反の疑いもあるとして外食文化
研究所のＭ氏から来週中に事情を聴くことを決定した。
また、神奈川県と農林水産省も、７日までに、販売方法が日本農林規格（Ｊ
ＡＳ）法の適用対象になるか調査を行った。

　インターネット上で株式会社外食文化研究所の代表取締役Ｍ氏個人に
対する誹謗中傷が繰り広げられる。

株式会社外食文化研究所代表を誹謗中傷する書込み（２ちゃんねる）
【抜粋】
名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 03:20:39 ID:GgQSgNef0 

ＭはＸＸ駅前の高級タワーマンションの高層階に住んで 

他人を正月から騙して逃げる。 

そりゃ徹底的に追い詰められて当然だよｗ 

他人を露骨に騙して自分は贅沢三昧だろ。 

しかも結婚直後ｗ 

家族も含めて死んで欲しいよ。 

こういう詐欺野郎は。 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:11:39 ID:BtuvG62i0 

Ｍ、お前はもう終わったよ 

残念だが、今の社会では復帰は不可能 

一度、罪を犯してしまうと、次に何かやろうとしても、社会が許さな

い

残念だが、今の日本の現状だよ 

今後、ここぞとばかりに消費者庁含め関係各所は動き出すだろう

なんせ、世間にアピールできる絶好のチャンスだからな、民主党に

とっても好機だから徹底的に追い込まれるぞ 

それから、社員およびパート従業員は給料の不払いや遅延が起こる

可能性大だから、早く辞めた方がいい 

変なまきぞいに巻き込まれないうちにな 

Ｍ、お前の顔はネットでも出てるぞ、どうするんだ？ 

縁起物のおせちで詐欺行為とはバカだね 

両親、親族、妻に迷惑掛けないためにはどうすればいいか考えろ

答えは一つだよな 

名無しさん＠お腹いっぱい。：2011/01/06(木) 13:38:24 ID:BtuvG62i0 

Ｍの奥さん、ここ見てるかな 

早く、役所に行って離婚届けをもらってきなさい 

本当に、妻の事を考えてるならＭ本人から言うはずだけどね 

奥さん、ネット社会では隠し撮りであなたの顔もネット上に流出す

る可能性があります 

甲斐性のない男を選んだあなたが悪いのですがね 

それとも、あなたも同類ですか？ 

そうだとしたら、デリヘルかピンサロで働きなさい。


