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日本野菜ソムリエ協会（東京都渋谷区、理事長：福井栄治）は、4月 16日に「第 5回野菜ソ

ムリエアワード」を開催します。「食を日常的に楽しめる社会の創造」「農業を次世代に継承する」

を目指して活動する全国約 5 万人の野菜ソムリエの中から、1年を通じて最も活躍した“日本一

の野菜ソムリエ”を決定し表彰するものです。北海道、東北、関東・甲信越、北陸・東海、近畿・

中国・四国 、九州・沖縄の各地区選考を勝ち抜いた「野菜ソムリエ部門」のほか「ジュニア野

菜ソムリエ部門」「野菜ソムリエコミュニティ部門」「認定料理教室部門」「認定レストラン部門」

「認定青果取扱店部門」ほかの表彰式を行いますのでお知らせします。 

 

＜野菜ソムリエアワード“最終選考会”全国大会概要＞ 

 

食と野菜ソムリエの日（4月 9日）を記念し、毎年 4月に「野菜ソムリエアワード」を開催して

おります。全国 6か所で開催した地方選考を通過した野菜ソムリエが最終選考会でプレゼンテー

ションを行い日本一を決定します。2011年に第 1 回をスタートし今年で 5回目を迎えることに

なりました。日本野菜ソムリエ協会は野菜ソムリエアワードを通じ、全ての野菜ソムリエの活動

を応援し共に理念実現を目指します。 

 

◆日 時：2016 年 4月 16 日（土） 12:00～17：00（受付開始 11：30） 

◆会 場：ホテル ルポール麹町 3階 マーブル（東京都千代田区平河町 2-4-3） 

 

◆最終選考会スケジュール ＊予告なくスケジュール変更をする場合があります 

12：00 開会 

12：00 開会の挨拶、特別審査員ご紹介 

12：30 ジュニア野菜ソムリエ部門プレゼンテーション 

12：45 認定料理教室部門プレゼンテーション  

13：15 野菜ソムリエ部門プレゼンテーション 

15：00 野菜ソムリエコミュニティ部門プレゼンテーション 

16：35 総評 結果発表・表彰式 

17：05 結果発表 

17：40 終了 

18：30 交流会開催 (会場：AW kitchen TOKYO新丸ビル店) 

※認定青果取扱店部門 認定レストラン部門の表彰式は交流会にて行います 

 

◆選考部門 

①ジュニア野菜ソムリエ部門 

野菜・果物を自ら楽しむ事を積極的に実践し、又その成果が顕著であったジュニア野菜ソムリエを選考する部門 

②野菜ソムリエ部門（シニア野菜ソムリエ/アクティブ野菜ソムリエ） 

協会理念に基づき野菜・果物の魅力を発信する活動を積極的に実践し、又その成果が顕著であったシニア野菜ソムリエ・

アクティブ野菜ソムリエを選考する部門 

③野菜ソムリエコミュニティ部門 

地域の修了生と共に協会理念の実現に向けて積極的に活動し、又その成果が顕著であった野菜ソムリエコミュニティを

選考する部門 

④認定料理教室部門 

生活者のベジフルライフ実践のサポートを積極的に行い、又その成果が顕著であった認定料理教室を選考する部門 

5万人の頂点が決定“日本一の野菜ソムリエ”は誰だ！？  

第 5回「野菜ソムリエアワード」最終選考会開催！ 
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⑤認定レストラン部門 

野菜・果物の魅力を発信し共感を得た認定レストランを選考する部門 

⑥認定青果取扱店部門 

野菜・果物の魅力を積極的に発信し共感を得た認定青果取扱店を選考する部門 

⑦ベジフルカッティング部門 

カットの仕方で「見る人」「食べる人」の五感を楽しませ、「おもてなし」の心を野菜・果物で演出するベジフルカッテ

ィングの技術を選考する部門 

⑧ベジフルフラワー部門 

野菜・果物の可能性を「見る」「食べる」「贈る」の観点から新たな価値を提供するベジフルフラワーの技術を選考する

部門 

 

最終選考会出場者 

≪ジュニア野菜ソムリエ部門≫ 

●ジュニア野菜ソムリエ竹居田 尚子（北海道） ●ジュニア野菜ソムリエ小野寺 淳（福島県） ●ジュニ

ア野菜ソムリエ佐々木 久美子（東京都） ●ジュニア野菜ソムリエ小櫛 香穂（静岡県） ●ジュニア野菜

ソムリエ松本 英子（大阪府） ●ジュニア野菜ソムリエ押岡 洋子（高知県） ●ジュニア野菜ソムリエ桃

原 未希（沖縄県） 

 

≪野菜ソムリエ部門（シニア野菜ソムリエ/アクティブ野菜ソムリエ）≫ 

●アクティブ野菜ソムリエ高橋 道子（北海道） ●シニア野菜ソムリエ江刺 誠治（北海道） ●シニア野

菜ソムリエ千田 広子（岩手県） ●アクティブ野菜ソムリエ佐藤 司（秋田県） ●アクティブ野菜ソムリ

エ牧野 悦子（埼玉県） ●アクティブ野菜ソムリエ香月 りさ（東京都） ●アクティブ野菜ソムリエ松尾 

正則（福井県） ●アクティブ野菜ソムリエ鈴木 良子（静岡県） ●シニア野菜ソムリエ西野 慎一（奈良

県） ●シニア野菜ソムリエ西村 秋保（京都府） ●アクティブ野菜ソムリエ大野 企美子（香川県） ●ア

クティブ野菜ソムリエ須賀 ひとみ（香川県） ●アクティブ野菜ソムリエ吉田 聡（福岡県） ●シニア野

菜ソムリエ梶川 美樹（大分県） 

 

協会推薦枠：●シニア野菜ソムリエ中野 明正（茨城県） ●アクティブ野菜ソムリエ篠原 絵里佳（東京都）  

●アクティブ野菜ソムリエ西川 剛史（東京都）●シニア野菜ソムリエ西村 有加（東京都） ●アクティブ

野菜ソムリエ大橋 千珠（愛知県） ●シニア野菜ソムリエ野平 直子（愛知県）●シニア野菜ソムリエ北 裕

子（和歌山県）●シニア野菜ソムリエ石井 郁子（兵庫県） ●アクティブ野菜ソムリエ西川 満希子（山口

県） ●アクティブ野菜ソムリエなかしま ゆみ（福岡県） ●アクティブ野菜ソムリエ堀 基子（沖縄県） 

※「協会推薦枠」とは、地区選考においてその活動が際立っていた方々に対し協会が特別に設けている推薦枠です。 

 

≪野菜ソムリエコミュニティ部門≫ 

●野菜ソムリエコミュニティ函館 ●コミュニティみやぎ野菜ソムリエの会  ●野菜ソムリエコミュニ

ティ福島 ●新潟地域校 野菜ソムリエコミュニティ ●野菜ソムリエコミュニティぐんま  ●野菜ソム

リエコミュニティ石川  ●野菜ソムリエコミュニティあいち ●野菜ソムリエコミュニティおおさか  

●野菜ソムリエコミュニティ和歌山 ●野菜ソムリエコミュニティ岡山  ●野菜ソムリエコミュニティ

こうち ●野菜ソムリエコミュニティ福岡  ●野菜ソムリエコミュニティ沖縄 

 

協会推薦枠：●野菜ソムリエコミュニティみえ  ●野菜ソムリエコミュニティ Bangkok 

※「協会推薦枠」とは、地区選考においてその活動が際立っていた方々に対し協会が特別に設けている推薦枠です。 

 

≪認定料理教室部門≫ 

●Takako'sキッチン 鐙谷 貴子（山形県） ●カラダに良いおうちごはん＠オレンジキッチン 田代 由紀

子（東京都） ●OGAWA's Cosy Kitchen 小川 美樹子（石川県） ●野菜ソムリエの料理教室 le salon de 

ciel 井上 宣子（和歌山県） ●ゆるべじキッチン 高井 綾子（徳島県）●Mother's Kitchen ～マクロビ

オティック料理教室～ 大友 美幸（沖縄県）（※北海道地区は選出なし） 
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≪認定レストラン部門≫ 

●Mr.FARMER 東京渋谷区 ●「蔵王の森」がつくる美と健康の温泉宿 ゆと森倶楽部 けやき食堂（宮城

県） ●スープ・煮込み料理の店 ちゃのま（愛知県） ●ナチュラルキッチン菜（大阪府） ●自然派フレ

ンチの宿 白馬モンビエ（長野県） ●畑の GOCHISO（茨城県） ●the vege café Ms.（大分県） 

 

≪認定青果取扱店部門≫ 

●野菜ソムリエの店 Ef （東京都） ●中沢青果てくてく（三重県） ●野菜ソムリエのお店 門司かのえ（福

岡県） ●横浜水信 ラスカ平塚（神奈川県） ●リジョー株式会社 R食材事業部（広島県） ●グリーンシ

ョップはらだ元木店（山形県） 

 

≪ベジフルカッティング部門≫ 

●ベジフルカッティングプロフェッショナル EMIKA（東京都） ●ベジフルカッティングプロフェッショナ

ル 大熊 真理（神奈川県） ●ベジフルカッティングスペシャリスト  福島 玲子（埼玉県） ●ベジフルカ

ッティングスペシャリスト 松橋 智佳（秋田県） 

 

≪ベジフルフラワー部門≫ 

●ベジフルフラワーアーティスト 佐々野 祐加（熊本県） ● ベジフルフラワーアーティスト 山中 節子

（千葉県） ● ベジフルフラワーアーティスト・プロフェッサー 中島 聖子（愛知県） ●ベジフルフラワ

ーアーティスト・プロフェッサー 林田 直子（東京都） 

 

 

本件お問合せ先：一般社団法人 日本野菜ソムリエ協会 広報部 

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 20-17 NOF 渋谷公園通りビル 4F  TEL：03-5459-8185  FAX：03-5459-8186 

URL： http://www.vege-fru.com/ E-MAIL：koho@vege-fru.com 

 


