【２０１7 年】
テレビ東京系列局「昼めし旅」にて海女丼をご紹介いただきました。（10 月 11 日放送）
テレビ岩手「5 きげんテレビ」にて漁師なげこみ丼・開運丼をご紹介いただきました。（9 月 15 日放送）
HBC「北海道 吉田類 ぶらり街めぐり」番外編みちのくの旅にて琥珀丼・海女丼をご紹介いただきました。（7 月 22 日放送）
タウン情報誌「エリア・アイ」で、琥珀丼をご紹介いただきました。（6 月 10 日発行）
NHK「おばんですいわて」の「大好き♡東北」のコーナーにて琥珀丼をご紹介いただきました。（6 月 5 日放送）
月刊「アキュート 5 月号」で、琥珀丼、海女丼、開運丼をご紹介いただきました。（4 月 28 日発行）
「じゃらん東北 2017-2018」で、海女丼をご紹介いただきました（3 月 11 日発行）
「まっぷる東北`18」で、琥珀丼をご紹介いただきました（3 月 9 日発行）
岩手日報に三陸まるごと五段重（タワー）を紹介いただきました。（2/3）
デーリー東北で三陸まるごと五段重（タワー）を紹介いただきました。（2/2）
「るるぶ岩手‘18」で、海女丼をご紹介いただきました。（1 月 17 日発刊）

【２０１6 年】
「月刊アキュート 7 月号」で、北三陸かじぇ定食をご紹介いただきました。（6 月 28 日発行）
テレビ岩手「5 きげんテレビ」で、山海里の漁師なげこみ丼、琥珀丼、北三陸かじぇ定食をご紹介いただきました。（6 月 10 日放送）
IBC 岩手放送「じゃじゃじゃ TV」で、琥珀丼と北三陸かじぇ定食をご紹介いただきました。（5 月 21 日放送）
「まっぷる岩手‘17」で、琥珀丼をご紹介いただきました。（4 月 15 日発行）
「週間女性セブン」で、海女丼をご紹介いただきました。（3 月 24 日号）
「東北じゃらん‘16-17」で、琥珀丼をご紹介いただきました。（3 月 11 日発行）
「まっぷる岩手‘16-17」で、海女丼、琥珀丼、開運丼、まめぶ汁をご紹介いただきました。（1 月発刊）

【2015 年】

小学館「AneCan」11 月号で琥珀丼を紹介いただきました。（10 月発刊）
デーリー東北で山海里を紹介いただきました。（9/23）
「関東東北じゃらん 9 月号」で海女丼を紹介いただきました。（8/1）
岩手放送テレビ「じゃじゃじゃ TV」で、海女丼と北三陸かじぇ定食を紹介いただきました（5/2）
岩手めんこいテレビ「山海漬」で、山海里の海女丼を紹介いただきました。（5/2）
「岩手日日新聞」で、漁師なげこみ丼と海女丼を紹介いただきました。（3/11）
｢まっぷる東北’16」で、海女丼を紹介いただきました。（3/9）
｢まっぷる岩手’16」で、海女丼、琥珀丼、開運丼を紹介いただきました。（2/16）
岩手朝日テレビ｢スーパーJ チャンネルいわて」メイドイン三陸のコーナーで、山海里の琥珀丼、海女丼を紹介いただきました。（2/16）
｢るるぶ岩手’15-16」で、まめぶ汁と琥珀丼を紹介いただきました。（2/1）

【2014 年】

テレビ岩手｢5 きげんテレビ」岩手県の豪華丼として海女丼を紹介いただきました。（12/8）
旺文社ことりっぷ（八戸・久慈・二戸）にて琥珀丼を紹介いただきました。（12 月発行）
｢関東東北じゃらん｣でまめぶ汁を紹介いただきました。（11/1）
｢ステッチ｣で、海女丼を紹介いただきました。（9/16）
｢ロケーションジャパン 10 月号」で、海女丼を紹介いただきました。（9/15）
IAT 岩手朝日テレビ｢いいコト！」生中継で、海女丼、琥珀丼、開運丼を紹介いただきました。（9/13）
｢遊んどこっ」で山海里を紹介いただきました（9 月発刊）
｢MOCO」で海女丼を紹介いただきました。（8 月発刊）
｢月間 acute」で海女丼と琥珀丼を紹介いただきました。（6/28）
｢おとなの青春 18 きっぷ」の旅でまめぶ汁を紹介いただきました。（2014 夏季号）
｢JR 時刻表」で海女丼を紹介いただきました。（4 月発刊）
トラベルＭＯＯＫ｢ジパング倶楽部」で琥珀丼を紹介いただきました。（5 月発刊）
週刊誌｢女性セブン」で、海女丼を紹介いただきました。（4/17）
｢まっぷる東北’15」で、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。（3/17）
｢るるぶ東北’15」で、海女丼を紹介いただきました。（3/10）
｢まっぷるドライブ グルメ＆レジャー東北’15」で、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。（3/10）

3/8 日本テレビ｢ズームイン!!サタデー」で海女丼と海女丼動画を紹介いただきました。（全国放送）
｢まっぷる岩手’15」で、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。（2/14）
｢Kappo 仙台闊歩 3 月号」で、まめぶ汁と琥珀丼を紹介いただきました。（2/5）
｢Honda 東北じゃらん」（無料）で、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。（1/15）
｢ロケーションジャパン 2 月号」で、海女丼を紹介いただきました。（1/15）
｢るるぶ岩手’14-’15」で、まめぶ汁を紹介いただきました。

【2013 年】

テレビ岩手｢岩手の味でおもてなし！わんこグルメ」で、海女丼と鮭といくらの親子丼を紹介いただきました。（12/30）
IBC 岩手放送｢じゃじゃじゃ TV」で、海女丼を紹介いただきました。（10/19）
青森放送｢ZIP FRIDAY」内コーナー｢県境ぶらり旅」で、琥珀丼を紹介いただきました。（10/18）
｢大人のクルマ旅｜青森／秋田／岩手」に、琥珀丼と開運丼を紹介いただきました。
｢彩新生活情報紙ぽらん（岩手日報社）」に海女丼を紹介いただきました。（9/1）
テレビ東京｢出没！アド街ック天国」で、｢漁師なげこみ丼」と｢北三陸かじぇ定食」が 6 位にランクイン致しました！（8/10）
秋田朝日放送｢サタナビ！」で、海女丼を紹介いただきました。（8/3）

8/2 TBS テレビ｢ひるおび！」で、海女丼を紹介いただきました！（全国放送）
JR 東日本｢大人の休日倶楽部ミドル 8 月号」に、海女丼を紹介いただきました。
日本経済新聞に、｢北三陸かじぇ定食」を紹介いただきました。（7/26）
｢るるぶ FREE’13 夏」で、海女丼を紹介いただきました。
せんだいタウン情報誌｢S-style」で、海女丼を紹介いただきました。（7/25）
河北新報社｢夏のおでかけガイド 2013」に、海女丼を紹介いただきました。
めんこいテレビ｢旅する気分」内で、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。（7/8）
｢週刊大衆」に海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。（7/8）
｢rakra（ラ・クラ）7・8 月号」にて、琥珀丼と北三陸かじぇ定食を紹介いただきました。
｢東北夏 Walker2013」にて、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。
｢an･an」にて、北三陸かじぇ定食を紹介いただきました。（6/19）
岩手日報社｢くらしの知恵」にて、海女丼を紹介いただきました。

6/19 フジテレビ｢ノンストップ！」で北三陸かじぇ定食と海女丼を紹介いただきました（全国放送）
岩手朝日テレビ｢いいコト！」で、海女丼と北三陸かじぇ定食を紹介いただきました。（6/15）
週刊現代に、海女丼と北三陸かじぇ定食を紹介いただきました。（6/10）
｢関西ウォーカー」6 月号に、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。
｢日経トレンディ」7 月号の特集｢2013 年上半期ヒット商品」で、海女丼がベスト 28 にランクイン致しました！
ハイウェイウォーカー東日本」6 月号（無料）に、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。
サンデー毎日に、海女丼と琥珀丼とまめぶ汁を紹介いただきました。（5/14）
NHK｢情報まるごと」（全国放送）で、海女丼動画を紹介いただきました。（5/10）
NHK｢おばんですいわて」内コーナーで、海女丼動画を紹介いただきました。（5/9）
｢彩新生活情報誌ぽらん（岩手日報社）」に海女丼を紹介いただきました。（5/1）
｢女性自身」に海女丼を紹介いただきました。（4/30）
｢サンデー毎日 GW 合併号」に、海女丼とまめぶ汁を紹介いただきました。（4/30）
｢河北ウィークリーせんだい（河北新報社）」に、オリジナルキャラクター｢こはくちゃん」と海女丼を紹介いただきました。（4/11）
東北｢道の駅」公式マガジン｢みち・コ」第 4 号（無料）に、琥珀丼を紹介いただきました。
｢月刊はちのへ情報アミューズ 4 月号」に、開運丼を紹介いただきました。
｢週刊いわて TV ガイド」に、海女丼を紹介いただきました。（3/29）
週刊現代に、｢海女丼」と｢まめぶ汁」を紹介いただきました。（3/23）
｢旅行読売 4 月号」に、海女丼を紹介いただきました。
｢まっぷる岩手’14」に、琥珀丼を紹介いただきました。
岩手朝日テレビ｢いいコト！」で海女丼と漁師なげこみ丼を紹介いただきました。（2/23）
｢旅の手帖 3 月号」に海女丼を紹介いただきました。
テレビ岩手｢5 きげんテレビ」内コーナー｢雅さんのコレ食べたい！」で、海女丼を紹介いただきました。（2/8）
｢るるぶ岩手’13-’14」に海女丼を紹介いただきました。
岩手朝日テレビ｢おじゃまします」で、開運丼・海女丼を紹介いただきました。（1/14）

【2012 年】 ＮＨＫひるはぴ｢道の駅伝」にて、海女丼を紹介いただきました。（12/27）
読売新聞に、海女丼を紹介いただきました。（12/21）
｢月刊はちのへ情報アミューズ 12 月号」に、海女丼を紹介いただきました。
岩手日報、デーリー東北、朝日新聞の各新聞に、新メニュー｢海女丼」を紹介いただきました。（11/14）
｢アキュート 10 月号」に琥珀丼と開運丼、道の駅くじが掲載されました！
テレビ岩手｢5 きげんテレビ」で琥珀丼を紹介いただきました。（9/21）
ＮＨＫひるはぴにて、琥珀丼を紹介いただきました。（8/30）
｢ぐるなび 岩手版」で当レストランと琥珀丼を紹介いただきました。
｢旅の手帖 6 月号」に琥珀丼を紹介いただきました。(5/10)
河北新報内｢GW おでかけガイド 2012」に琥珀丼を紹介いただきました。(4/19)
テレビ岩手｢5 きげんテレビ」で、琥珀丼と開運丼を紹介いただきました。(3/20)
｢東北じゃらん MOOK2012-2013 完全保存版」に琥珀丼を紹介いただきました。（3/12)
｢クレアトラベラー2012 春号」に琥珀丼と開運丼を紹介いただきました。(3/10)
IBC テレビ｢岩手の旅を楽しみ隊！」（19：55～20：00）で、琥珀丼と開運丼を紹介いただきました。(2/22)
朝日放送｢朝だ！生です旅サラダ」で、琥珀丼をラッシャー板前さんにご紹介いただきました！(2/18)
｢るるぶ岩手 2 月号」に琥珀丼・開運丼を紹介いただきました。

｢ブームの真相」に、琥珀丼を紹介いただきました。

【2011 年】 めんこいテレビ｢おしえて！レナちゃん」で琥珀丼を紹介いただきました。(9/25)
テレビ岩手｢5 きげんキャラバン in 久慈」で、琥珀丼・開運丼を紹介いただきました。(9/16)
｢関東・東北じゃらん 10 月号」に琥珀丼・開運丼を紹介いただきました。(9/1)
｢FOMAP13 号」に琥珀丼・開運丼を紹介いただきました。(7 月)

7/19 フジテレビ｢めざましテレビ」で琥珀丼、開運丼を紹介いただきました！！(全国放送)
岩手日報｢TV ガイド」に琥珀丼、開運丼を紹介いただきました。(6/24)
テレビ岩手｢５きげん TV」で琥珀丼、開運丼を紹介いただきました。（4/11)
｢東北じゃらん 5 月号」に琥珀丼、開運丼を紹介いただきました。(4/1)
｢アキュート 5 月号」に掲載されました！
｢るるぶナビ東北ドライブ 2012」に琥珀丼、開運丼を紹介いただきました。
｢アキュート 3 月号」で漁師投げ込み丼を紹介いただきました。
｢るるぶ こどもとあそぼ！東北 2012」に漁師投げ込み丼、ハンバーグを紹介いただきました。
｢まっぷる岩手 2011 年-2012 年」にハンバーグを紹介いただきました。
｢東北じゃらん 3 月号」に漁師なげこみ丼を紹介いただきました。(2/1)
いわての旅ホームページに琥珀丼、開運丼、ハンバーグを紹介いただきました。
｢レッツいわて 2011」で琥珀丼、開運丼、漁師投げ込み丼、ハンバーグを紹介いただきました。

【２０１０年】

｢改訂版 道の駅完全ガイド」で漁師投げ込み丼、琥珀丼、開運丼、ハンバーグを紹介いただきました。
岩手県沿岸北部エリア口コミポータブルサイト｢チイキーズ」に漁師投げ込み丼を紹介いただきました。(11/9)
｢東北じゃらん 4 月号」に当レストランを紹介いただきました。(3/1)
ゼンリン｢道の駅旅案内全国地図」内で漁師投げ込み丼を紹介いただきました。
｢遊んどこっ 2 月号」に当レストランを紹介いただきました。

【２００９年】

｢河北新報」に当レストランを紹介いただきました。(7/12)
めんこいテレビ｢もっと行ってみる」（21：54～21：57）でハンバーグを紹介いただきました。(6/18)
｢月刊 rakra5･6 月号」に当レストランを紹介いただきました。
｢東北じゃらん」にハンバーグを紹介いただきました。(5/1)
テレビ岩手｢5 きげんＴＶ」で当レストランを紹介いただきました。(1/19)

【２００８年】

もりおかタウン情報誌｢月刊アキュート 10 月号」でハンバーグを紹介いただきました。(10/1)
テレビ岩手｢５きげんＴＶ」内｢青森ネット ５きげん＠なまてれ」のコーナーで海鮮丼、短角牛ステーキを紹介いただきました。(8/22)
平成 21 年度版｢ゼンリン道の駅旅案内全国地図」内で当レストランを紹介いただきました。
｢マ・シェリ 7 月 31 日号」に当レストランを紹介いただきました。(7/31)
｢月刊 Vivitto８月号」で海鮮丼、ハンバーグを紹介いただきました。(7/25)
めんこいテレビ｢山海漬」（18：30～）で当レストランを紹介いただきました。（5/3）
朝日放送｢おしえて！おらほのまち自慢」（18：17～）を紹介いただきました。(4/23)
テレビ岩手(17：00～)で当レストランを紹介いただきました。(4/22)
IBC｢じゃじゃじゃ TV」（9：26～11：20）で山海里弁当を紹介いただきました。 (4/19)
テレビ岩手｢５きげん TV」内の CM で山海里での食事シーンを紹介いただきました。(4/15)

