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滝村雅晴（たきむらまさはる）
パパ料理研究家
株式会社ビストロパパ 代表取締役

料理を通して、男性の家事参画、働き方改革を推進する、日
本で唯一のパパ料理研究家。家族の食育・共食と健康作り、
ワークライフバランスなど提案。「ビストロパパ～パパ料理のス
スメ～」（https://bistropapa.blog.jp/）は１４年間以上毎日連続
更新中。

オンラインの料理塾 主宰。大正大学 客員教授。農林水産省
食育推進会議 専門委員。日本パパ料理協会 会長飯士。パ
パさかな大使代表。広報PRブランディングコンサルタント。株
式会社Fam-Time Co-Founder CMO。 NPO法人ファザーリン
グ・ジャパン トモショクPJリーダー。NPO法人グリーンパパ・プ
ロジェクト理事。

https://bistropapa.blog.jp/


ビストロパパ・ネットワーク



ビストロパパ主催 オンラインの料理塾毎週末実施
中

2020年4月開始
毎週開催70回以上





オンライン料理教室とは

インターネットを使った料理教室

生徒がモニターを見ながら料理を学ぶ

リアルタイム受講とアーカイブ受講



リアルとオンライン料理教室比較

リアル オンライン

場所 １か所に集まる場所が必要 ネットがつながればどこでも

いつ 同時に全員が開始 同時＋動画でいつでも

準備 講師・主催者が用意 ①参加者全員が個別に用意
②宅配で参加者に送付

イベント時のみ 事前～レッスン～事後

参加者数 コロナ禍では最小人数 少人数～無制限

期間



ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要

企画・プロデュース・スタジオ使用（ビストロパパ・オンラインクッキングスタジオ）１

オンライン料理教室・ZOOMライブ受講２

オンライン料理教室・YouTubeライブ受講①ZOOM画面配信②高画質講師画像配信）３

コミュニティー＠Slack／Messenger５

広報／PR／プロモーション／FacebookLive配信６

オンライン料理教室開催動画共有／動画編集７

オンライン料理教室・YouTube動画受講４

オリジナルレシピ企画／料理写真撮影8



高画質
1080p／30fps 高音質

BGM

照明

テロップ

４カメ切替
（正面／まな板／コンロ／レシピ・動画）

料理 トーク ZOOM参加 事前事後交流

ZOOM
→YouTube配信

講師画面
→YouTube配信

Facebook配信 録画

レシピ企画 告知・募集 コミュニティー デザイン

効果音

設営・メンテ

運営

環境
演出

配信

知識・技術

ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要

１ 企画・プロデュース・スタジオ使用（ビストロパパ・オンラインクッキングスタジオ）



ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要

2

【運用スタイル】
①企業／労働組合／各種団体主催・参加者無料 目的：福利厚生／コミュニケーション／働き方改革
②自治体主催・参加者無料 目的：住民サービス／食育推進／男女共同参画／ワークライフバランス／家事支援
③企業／代理店／協会／PR会企画運営 目的：販促・商品PR・マーケティング・広報・モニター

概要：ビストロパパ・オンラインクッキングスタジオ（川崎市内）から講師（滝村）が、ビデオ会議システムZOOMを活用し参加者とやり
取りしながら料理を作る。

参加人数：6～10～20名程度が双方向のやりとりしながら進行できる人数。ただしZOOMのシステム状１００名までは参加可能。（人
数が多くても運営は可能です。参加者確認／運営の一部については主催社様にご協力いただいています）

食材提供：講師側で買い物リスト／レシピ用意。参加者が事前に購入（事前に商品を届けるプロモーション企画、主催者からの配
送の事例も多数あり）

時間：９０～１２０分程度（例 昼食編：10時30分～開始 夕食編：16時30～開始）

構成：主催者挨拶／講師挨拶／本日の流れ／調理開始・モニターを見ながら参加者は同時に調理／完成／振り返り／〆の挨拶

ビストロパパ社提供：オンライン料理教室の企画・運営一式 （ZOOM ID発行・配信／レシピ・買い物リストなど）

オンライン料理教室・ZOOMライブ受講詳細



ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要
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【特徴】
・YouTubeによるライブ配信をすることで、多くの方にオンライン料理教室の様子を見てもらうことができます。

①ZOOM画面配信
・ZOOMで参加者が見ている動画を、そのままYouTube配信できます。
・公開／限定公開の選択が可能
・事前にURLを告知／共有することで多数の人がオンライン料理教室を視聴／受講できます。
・配信画像は、１）ZOOM参加者と同じ、講師画面とギャラリービュー（参加者全員の画面）と、２）全編ギャラリー
ビューにて、参加者の作っている様子を視聴する方法を選べます。

②高画質講師画像配信
・ZOOMの画面配信ではなく、講師の画面のみを高画質（1080p 30fps)・高音質配信が可能です。
・料理を作るだけであれば高画質画面のみをおすすめします。
・ZOOMによる料理教室はなく、YouTubeでのライブ配信のみも可能です。その場合はZOOMから主催者／関係者／
生産者等がオンラインで参加し配信することができます。

オンライン料理教室・YouTubeライブ受講



オンライン料理教室 できたよショット

＊ZOOMのギャラリービュー。YouTubeへの配信が可能



YouTubeライブ配信演出①（ZOOMでも同じ）

タイトル テロップ

レシピ １カメ 正面



２カメ 手元／まな板 ３カメ コンロまわり

BGM 効果音付き

YouTubeライブ配信演出②（ZOOMでも同じ）

配信範囲

限定公開

公開

＊公開期間設定・録画データの編集も可能



オンライン料理教室・YouTube動画受講

ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要

４
【特徴】
・YouTubeでライブ配信した動画を、公開／限定公開で配信。
・受講者は、いつでも、どこでも、動画を見ながら動画を視聴できます。
・ライブ配信時間に参加できない方、ライブ参加された方の復習用、広報用に活用できます。
・①ZOOM画面動画 ②講師画面動画 の２種類の動画公開が可能です。
・見やすくするために、ライブ配信動画を編集することで、見やすくする、ダイジェスト版にするなども可能です。

動画公開までの流れ：
１・オンライン料理教室／クッキングライブ等の配信をする
２・開催した１の動画の公開方法（公開範囲／ノーカットor編集等／公開期限）を決める
３・サムネール／概要欄を作成する
４・公開／限定公開開始



ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要
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【特徴】
・オンライン料理教室開催の、前／当日／後にわたって、参加者とコミュニケーションを行います。

①オンライン開催前
・Slackのオンライン料理教室用ワークスペース開設→案内（共有アドレスから参加orメアド一斉登録)
・レシピ（PDF）、買い物・備品リスト、ZOOMアドレス、YouTubeアドレス、開始前諸注意等共有
・買い物QA対応 ＊各家庭の好み、量、在庫に応じて食材の変更OK
・備品・料理道具QA対応 ＊基本家にあるもので
・事務局⇔ビストロパパ社の運営事務局チャンネル開設

②オンライン開催中
・事務局⇔講師のホットライン
・参加者の料理の様子、料理写真の投稿

③開催後
・アンケートの共有
・参加感想／参加者間のコミュニケーション
・講師からのフィードバック／事務局からのメッセージ

コミュニティー＠Slack／Messenger



ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要
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【特徴】
・オンライン料理教室を事前に広く伝えるために、ビストロパパ社のルート／ネットワーク／SNS等での告知拡散が可
能です。
・特に、父親／家族向けのオンライン料理教室参加者の集客はネットワーク／実績があります。
・事前のPR用にFacebookLive配信も可能。YouTubeに配信する講師画像をFacebookにも同時配信することもできま
す。

主なオンライン料理教室参加者層告知実績：
・パパ料理研究家 滝村雅晴 オフィシャルブログ ビストロパパ～パパ料理のススメ～
・ビストロパパ代表滝村 SNS（Facebook／Twitter／instagram）
・YouTube（ビストロパパ チャンネル）
・ビストロパパ社管理ホームページ（ビストロパパ／日本パパ料理協会／トモショクProject）
・ビストロパパ社管理Facebookページ（ビストロパパ／日本パパ料理協会／オンラインの料理塾／トモショクProject
等）
・ビストロパパ社管理Facebookコミュニティー（日本パパ料理協会／オンラインの料理塾等）
・参加／会員コミュニティー（NPO法人ファザーリング・ジャパン／NPO法人ファザーリング・ジャパン関西／NPO法人
ファザーリング・ジャパン九州／NPO法人グリーンパパ・プロジェクト等）

広報／PR／プロモーション／FacebookLive配信



ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要
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【特徴】
・開催したオンライン料理教室／クッキングライブの動画データを①共有／提供 ②編集 ③YouTubeアップを行えま
す。
・ZOOMで全員が参加している様子の動画の編集から、講師画面メインの高画質動画の編集も可能。
・ビストロパパ チャンネル（YouTube）にて動画公開

【データの仕様】
・講師画面メインのデータは、1080p、30fps、MP4データ
・ZOOM画像のデータは、ZOOM配信後に配信PC保存されるMP4データ
・動画編集は上記２つのデータから編集します

【動画編集】
・長編編集（動画を見ながら料理が作れます
・ダイジェスト（料理教室の開催報告動画／１０～１５分で料理の流れがわかる動画など）
・オープニン／表紙／テロップ／字幕／BGM／効果音／画面切り替えなど基本的な演出・編集

オンライン料理教室開催動画共有／動画編集／動画公開



ビストロパパCHANNEL



【特徴】
・主にメーカー商品、生鮮食品、加工品等食材や料理道具を活用したオリジナルレシピの企画
・上記レシピの写真撮影の実施

ビストロパパ・オンライン料理教室サービス概要

8 オリジナルレシピ企画／料理写真撮影



オンラインの料理塾（毎週末開催）

ビストロパパ社主宰のオンラインの料理塾にご参加いただけます。（無料）



ビストロパパ運営オンライン料理教室特徴

① どこでも：ZOOM＆YouTubeを活用したオンライン料理教室。参加者は自宅キッチン
で料理

② いつでも：当日の様子はYouTubeライブで配信。オンタイムで参加できない方は、動
画受講で料理を作る。

③ 買い物からサポート：SNSチャット（メッセンジャー／Slack）を活用した料理教室前後
含めたサポート。事前に買い物リストを提供。買い物サポートあり

④ 飽きさせない工夫：講師正面カメラ／手元カメラ２カメ／レシピ等紹介のスライドを切
り替え、BGM、テロップ出してのオンライン配信

⑤ その場で質問：ライブでインタラクティブだからこそ
⑥ 家族にあった食材で調理：家族の人数・好み・アレルギー対応・あまり食材活用
⑦ 子供参加しやすい：飽きたら即離脱OK
⑧ 家族で共食：できたごはんは、そのまま家族でトモショク（共食）
⑨ コミュニティー：参加者だけのオンラインコミュニティーに参加。コロナ禍でつながって

いる安心感。参加者同士のやりとり。完成料理の共有



参加者の声

・コロナ対策として３密を防げる
・全国どこからでも参加可能
・作った料理が家族で食べられる
・家族の人数に合わせた量を作れる
・家にある食材や調味料で作る（必ずしも、講師が作る料理レシピ
と同じでなくていい）
・家族で参加できる（すきな箇所／時間だけ）
・食べる時間は、家族に合わせられる。
・他の参加者の目を気にしなくてもいい
・気軽に参加できる
・毎週の献立を考えなくていい
・レパートリーが増えた
・家族が喜ぶ
・わからないことがその場で聞けた
・コロナ禍でもつながりがもてた
・子供が料理するようになった



https://youtu.be/3wUcxOdeoHo

農林水産省主催食育推進フォーラムで代表の滝村が
オンライン料理教室の運営方法と可能性について講演（YouTubeで公開中）



日経新聞2021年1月28日（木）夕刊掲載
セカンドステージ
男性 オンラインで学ぶ
中高年、在宅生活で関心



日経新聞2021年1月28日（木）夕刊掲載
セカンドステージ
男性 オンラインで学ぶ
中高年、在宅生活で関心



オンライン料理教室／デジタル化による可能性

いつでも・どこでも・誰でも

なんどでも

思いがデジタルで拡散・啓発



オンライン開催
事例紹介



オンライン料理教室実施例
＊実際のオンライン料理教室より／動画も公開中



オンライン料理教室の料理完成記念ショット



チャットによる参加者からの終了後投稿























クッキングライブ配信





千葉県版おとう飯
企画監修・審査員長

①料理コンテスト
②１食レシピ投票
③コラム掲載
④オンライン料理教室（２回）の実施
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費用・内容等の
お問い合わせ先

株式会社ビストロパパ
info@bistropapa.jp

https://www.bistropapa.jp/


