
 

Bistro Papa 広報／メディア／イベント実績 
2009/04/01～2010/03/31 実績 

 

【ＴＶ｜ラジオ】 

NHK岐阜 2010 年 5 月 5 日放送 子育て特番 ビストロパパ出演  

CSデジタル放送「日テレG＋」新おとな総研ビストロパパ出演 3/13~ 

NHK教育テレビ「まいにちスクスク」10 年 3 月 1 日～4 日照英パパに教える離乳食番組放送 

節分の豆料理紹介｜YOKOHAMA FM E-ne! ～good for you～放送 

OBSラジオ（大分放送）1 月 25 日（月）14：45~ビストロパパ・ラジオ生出演 

読売テレビ「大阪ほんわかテレビ」ビストロパパ 10 年 1 月 10 日 23:30～放送 

FMヨコハマ E-ne! ~good for you~ 11 月 20 日（金）インタビュー出演 

NHKおはよう日本 10 月 6 日（火）AM6：30～7：00 内 ビストロパパ取材放映 

フジテレビ ベイビーStyleで「ビストロパパ」が放映されました。 

TOKYO FMビストロパパ出演 9 月 21 日（月）～25 日（金） 

FMヨコハマ GREEN OASIS 7/19&7/26 出演しました 

TOKYO FM（JFN系 22 局ネット）6/29～7/3 カラダがよろこぶ朝ごはん担当 

KBCラジオ（九州朝日放送）6/16 に電話生出演しました 

５月５日（火・祝）TOKYO FM＠渋谷スペイン坂スタジオDJ赤坂泰彦×ビストロパパレポート 

４月２７日（月）K－MIX78.4MHz（静岡FM）出演 

TOKYO FM（JFN系 22 局ネット）4/27～5/1 出演しました 

 

【新聞｜雑誌｜専門誌｜フリーペーパー】 

調理・監修「母の日スペシャル！パパとキッズが作るありがとうレシピ」ファミリーWalker2010 年 5 月号全国掲載 

ママライフ応援マガジンCou Leur（栃木・茨城・静岡・新潟・広島・札幌・湘南計 30 万部）ビストロパパ掲載 

子どもと私が育つ！楽しむ！育児情報誌「miku 春号」ビストロパパの子手伝いクッキングスタート 

ビストロパパ料理の食材、ヨシケイの宅配でお届け 

NHKすくすく子育て 3 月号「パパがつくる離乳食」調理指導／パパ料理研究家掲載 

ビストロパパコラム地方紙、十勝・青森・富山・福井・広島・大分・沖縄等で 12 週連載 

何でもランキング「料理研究家おすすめの鍋つゆ」日経プラスワン コメント掲載 

JAグループ「みんなのよい食プロジェクト通信」読売新聞全国版広告ビストロパパ掲載 

毎日新聞 2010 年元旦「父father特集」ビストロパパ掲載 

立命館大学校友会報「りつめい」ビストロパパ表紙掲載 

ファミリーWalker2010 年 1 月号全国企画鍋特集ビストロパパ担当 

日本初の育児雑誌「赤ちゃんとママ」ビストロパパ掲載 

朝日新聞社内報エー・ダッシュ 09 年 12 月号ビストロパパ掲載 
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夕食食材宅配サービス「ヨシケイおかず倶楽部」料理企画・監修、コラム執筆 

日経Kids+(キッズプラス) 09 年 10 月号 P68-69 で掲載されました 

たまごクラブ９月号「パパが読むたまご新聞」に掲載されました 

日経おとなのOFF09 年 09 月号「ホームパーティーのマナー」で掲載されました 

星野リゾート発行ファミリー情報誌「GAO」にコラム掲載 

千代田区男女共同参画センター情報誌 MIW通信 ビストロパパ掲載 

ママライフをもっと楽しむための応援マガジン「Cou Leur.（クルール）６月号Vol.26」掲載 

読売新聞 6/19 に「パパエプロン」掲載されました 

毎日新聞 6/9 夕刊一面に掲載されました 

婦人之友社「かぞくのじかん」夏Vol.8 パパ料理講習会 6Pにわたって掲載されました 

毎日新聞夕刊４月２０日付掲載 

日経キッズプラス 09 年 3 月 18 日発売号の「親子の幸せな食卓」に掲載されました 

 

 

【Ｗｅｂ】 

イー・ウーマン「働く人の円卓会議」議長スタート 

お掃除にも！日経Kids+＆Nikkei TRENDY net ビストロパパ・エプロン紹介  

「部長ヅラした新入社員」、それじゃあ妻も切れます。日経ビジネスオンライン連載コラム 

ライブドアトップ１１月２４日（火）の「今日のブロガー紹介」 

Oixiレシピエ「ビストロパパ滝村雅晴の父子料理のススメ」スタートpowerd by Oisix 

子育てエンジョイ！パパレンジャースタート！inカラメル 

共同通信「ママパパ繁盛記 子育てさがし」ビストロパパ掲載報告 

ROOTOTE（トートバックグランド）×Bistro Papa Webで掲載されました 

ニコニコ生放送ビストロパパ出演レポート！ 

日経ビジネスオンライン「変えよう、オトコの働き方」に掲載されました 

日経ビジネスオンライン 新コラム 連載スタート 

ママライフをもっと楽しくするためのWebマガジン「Cou Lear.（クルール）」にパパエプロン掲載 

CO・OP 子育てコープ「子育てパパ力のツボ」４月８日より連載スタート 

フリーアナウンサー久保純子さん×ビストロパパ収録レポート 

ロハスイッチで「ビストロパパ」が取材されました 

 

【イベント】 

「小さな会社でもこれだけできる！広報PRで成功する１０の方法」セミナー開催 4.27＠横浜 

企業研修 チームワーク力アップのための料理講座 in 千葉 3 月 30 日 

FOODEX JAPAN 2010 鮮魚の達人×緑提灯・家族ごはんPJ×ビストロパパ レポート 

ワークライフバランスフェスタ東京 2010 ビストロパパ社出展レポート 
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アパレルパパ×ビストロパパのkotetsudaiエプロン 出展ギフトショー2010  

全国男女共同参画フォーラムin広島 2 月 13 日（土）ビストロパパ対談＆料理講座レポート 

未来の自分プロデュース講座「夢をカタチにする方法～ビストロパパのチャレンジ～」レポート 

木佐彩子×サマンサタバサ×ビストロパパ「仕事と子育ての両立」応援フォーラムin港区開催レポート 

東京ガス・秋のクッキング講座「パパごはんでホームパーティー」開催レポート 

NPO法人こそだてひろばほわほわ主催パパのクッキング講座in松戸市レポート 

福井県パパ（NPO法人パパジャングル）と子どもの料理講座開催レポート！ 

『料理力は仕事力！』男性のための料理教室開催レポート ＊参加者ブログ紹介 

「パパ料理ワークショップ」開催レポート！自由学園明日館公開講座より 

パパ料理ワークショップin光ヶ丘開催レポート 

取手市 第１３回女と男ともに輝くとりでの集い イベンと出演 

学生向け料理ワークショップ・開催レポート 主催：ファザーリング・ジャパン・ステューデント 

お父さんの家庭料理教室in沖縄開催レポート！おきなわ紅豚祭り 

お父さんとうどんを作ろう！in名古屋イベント報告 

日本初の父親学校「ファザーリングスクール」１０月１日誕生！ビストロパパの講座も 

地元京都初イベント京都高島屋イベントレポート 

JA全中主催キッズごはんワールド！8/23＆8/30＠JAセレサ川崎ゲスト出演 

ワークライフバランス講演＋料理ワークショップ開催レポート 

婦人之友社「かぞくのじかん」主催ビストロパパによるパパのための料理講習会レポート 

パパ料理講座（群馬県）開催レポートはこちら 

 

【その他】 

「Bistro Papa ビストロパパ」商標登録完了 

 

以上 

http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52428033.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52439345.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52431041.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52426207.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52369620.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52399111.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52362974.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52368266.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52373803.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52374326.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52375393.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52377825.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52348332.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52347647.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52340587.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52332653.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52294850.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52230474.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52222246.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52156863.html
http://blog.livedoor.jp/tuckeym/archives/52392518.html

