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東京都 【飯田　恵美子】夢の実現 https://youtu.be/fW_128MPk_I

静岡県 【神尾　かほり】「架け橋を目指して」私のソムリエ活動 https://youtu.be/A2YlUKtVt9o

長崎県 【浅田　ゆかり】野菜ソムリエ上級プロ浅田ゆかりの活動報告2019 https://youtu.be/7TVzVKZPWss 

愛知県 【Ｃａｎｎａ　カンナ】野菜ソムリエの新しい価値提供～野菜で健康経営～ https://youtu.be/HK8yDNhkuT4 

神奈川県 【安部　加代子】未来をつくる子供たちへつなぐ食卓づくり https://youtu.be/FJZUIVednbM

愛知県 【杉本　暁代】子供達のうれしい経験 https://youtu.be/wFpptgHebyk

広島県 【小川　みゆき】次の世代に伝える https://youtu.be/4GhIgBHs0OM

福井県 【中島　早苗】野菜ソムリエだからこそできる「災害時ごはん」 https://youtu.be/SrqQMKum9Rk

大阪府 【伊藤　陽子】自分の住む町のために https://youtu.be/wTdVvZuJeD0

東京都 【西川　剛史】冷凍王子！第９回野菜ソムリエアワードに参戦！ https://youtu.be/XaKNWH9p6ac

埼玉県 【重田　健一】「旬の野菜、果物で健康生活」 https://youtu.be/mgPi_zdCIXA

東京都 【たしろ　ゆきこ】【野菜にちょい足し】トマトの栄養価をUPするアレンジ食材７選 https://youtu.be/gThdnPaSjvo

神奈川県 【玉之内　祐子】野菜ソムリエアワードエントリー動画 https://youtu.be/leeUz-ko6hY

東京都 【根本　早苗】健康経営～つくりおき冷凍レシピ講座 https://youtu.be/wLF3cP8VqWI

北海道 【高橋　道子】野菜の魅力・食べる楽しさを伝えた国際交流INベトナム https://youtu.be/8DOoj31VVME

秋田県 【佐藤　司彩】野菜ソムリエプロ　佐藤　司彩（第9回野菜ソムリエアワード） https://youtu.be/zk0yBncQFN0

和歌山県 【土谷　千鶴】土谷千鶴アワードエントリー2020 https://youtu.be/Onl7EJITsU4

福岡県 【中島　弘貴】アトピーを薬、ステロイドを使わずに完治できた2つの工夫 https://youtu.be/fix0dtiqtA8

大阪府 【木村　通子】野菜ソムリエならではのローリングストック。 https://youtu.be/IfftgBctPSY

静岡県 【鈴木　良子】必見！アメーラトマトの魅力ｂｙ野菜ソムリエプロよしこ https://youtu.be/_7My42S3Qh0

愛知県 【大橋　千珠】2020年野菜ソムリエアワード　名古屋の飲食店を盛り上げる！ https://youtu.be/7Ba5n-Nuj5U

奈良県 【宮坂　敏史】野菜ソムリエPro.宮坂敏史のプレゼンテーション動画です。 https://youtu.be/bjsMNZ2XHno

岐阜県 【横山　美紀】私のモチベーション https://youtu.be/OUhCFrM-RnM

大阪府 【相馬　恵美】野菜ソムリエプロ相馬恵美「１０年後も笑顔の私」 https://youtu.be/FEAAU3GoKn0

山口県 【春日　爽花】野菜ソムリエアワードエントリー https://youtu.be/UhXDxE34whk

愛知県 【高橋　佳子】もったいない野菜に光を https://youtu.be/1GssjoPUC6U

埼玉県 【小熊　恵子】50歳からの健康レシピ https://youtu.be/u0-AdjUy4DA

三重県 【伊藤　美穂】活動報告 https://youtu.be/GI-buaFXrRg
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福岡県 【ヤサイコトバプロジェクト】野菜に新しい価値を与える「ヤサイコトバプロジェクト」始動！https://youtu.be/xiyq-xlAWpc

千葉県 【鈴木　淑子】第9回野菜ソムリエアワードエントリー動画【鈴木淑子】 https://youtu.be/837z8Mryh-4

富山県 【田中　美弥】エゴマと共に持続可能な社会を目指して https://youtu.be/AJxMUXz_EaM

千葉県 【鵜藤　佳奈】野菜ソムリエ的 自分で描くキャリアパス https://youtu.be/J4BqXtOkOQA

大阪府 【飯間　奈緒】野菜ソムリエアワードエントリー https://youtu.be/ZUMdqP59JFA

岩手県 【宮田　恵】関係者の力を結集「寒じめほうれん草」を機能性表示食品に！ https://youtu.be/rIPbRFGqyVY

愛知県 【新海　佳恵】野菜ソムリエプロ　新海佳恵 https://youtu.be/udJHYms8_-0

静岡県 【天野　友江】お野菜解体ショーは地球を救う https://youtu.be/yRYx6IiecSo

東京都 【冷凍幼児食homeal（ホーミール）】homeal（ホーミール）幼児食宅配サービス https://youtu.be/vvZjD9eIeBs

千葉県 【出口　恭美子】北海道野菜の魅力を伝える野菜ソムリエプロ https://youtu.be/-me3zmBSn_0

茨城県 【知久　幸子】2019年の活動を感謝と共に https://youtu.be/qgDlQN1Tgyg

埼玉県 【福島　玲子】2019年料理教室開催報告 https://youtu.be/cDJzV-TIaZA

栃木県 【蜂巣　覚】自給率100%を目指して！ https://youtu.be/Da8H0-VMVjg

愛媛県 【やの　くにこ】東京2020聖火ランナーに選ばれました！ https://youtu.be/SmFqgU-SuWY

北海道 【竹居田　尚子】野菜ソムリエのベジフルカフェオープン https://youtu.be/SlMecrOA0AY

神奈川県 【伊藤　総司】第９回野菜ソムリエアワードエントリー https://youtu.be/3VV62zRGYBU

兵庫県 【佐々木　香】野菜ソムリエアワードエントリー動画（佐々木） https://youtu.be/b7M1w9aoJ7Q

山口県 【西川　満希子】ヤサイコトバ西川満希子 https://youtu.be/8-RkEP-GgOg

兵庫県 【小島　香住】第9回アワード_ママ野菜ソムリエの在宅ベジフルワーク https://youtu.be/X7bjWF11SnE

神奈川県 【高崎　順子】親子★横浜野菜キッチン 2019年の活動報告 https://youtu.be/bdQxT-TXkSE

千葉県 【安西　理栄】野菜ソムリエプロ安西理栄2019年活動報告 https://youtu.be/gb6AxfeSzE0

愛知県 【保田　まり子】野菜の魅力を食べる以外で伝える https://youtu.be/WchmmwLJxlE

滋賀県 【和田　直子】ベジフルフラワーで滋賀県産の野菜・果物の魅力を伝える！ https://youtu.be/8H8bGC6DaiQ

徳島県 【近藤　裕昭】生産者と食卓をつなぐそして再び畑へ https://youtu.be/RSqxn6TA54A

沖縄県 【堀　基子】野菜ソムリエ上級プロ堀基子　連載×講座コラボ「おとなの食育」 https://youtu.be/Uwg5Ixn8yOw

神奈川県 【宮地　香子】野菜でおいしく！ローリングストックのすすめ https://youtu.be/xQ2kVNwlOBU

兵庫県 【石井　郁子】野菜ソムリエ上級プロ石井郁子2020年アワードエントリー https://youtu.be/FHGdZvHlWMI

千葉県 【上西　智子】2019年はマウイセミナーを開催しました https://youtu.be/cYmPhZW2Wys

奈良県 【松田　弘子】野菜を食べてほど塩給食を！ https://youtu.be/3BKrzvws_jY

熊本県 【宮本　好美】食で繋げる、繋がる笑顔 https://youtu.be/Y3s2J1anlGU

福岡県 【貝田　輝子】トマト輝ちゃんMOVIE https://youtu.be/KLsJka86-u4
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福岡県 【栗田　寛美】アスパランドへようこそ https://youtu.be/uo62UjrwogQ

神奈川県 【西村　有加】生産者の方々に光をあてる～スゴベジに込めた想い～ https://youtu.be/nNkmKDYFAKA

福岡県 【西川　昌代】旬野菜と天然酵母パン教室paindefamille https://youtu.be/J4eHm-3QvfQ

福岡県 【森田　由美子】野菜ソムリエプロ 森田由美子 https://youtu.be/lBCKovoBWKg

茨城県 【田野島　万由子】農産加工のよろず相談エキスパートを目指して https://youtu.be/Nnb-cYBObKg

大阪府 【野口　知恵】命をつないだ土佐文旦をＰＲ https://youtu.be/4plN2C8l314

熊本県 【持田　成子】旬の野菜と果物のチカラはココロとカラダを元気にする https://youtu.be/fa6a49v22U4

栃木県 【川村　葉子】郷土料理を再編集し守ることで、素材も守る https://youtu.be/x3GywlsAVXU

兵庫県 【チームベジフルカフェ】第9回野菜ソムリエアワード https://youtu.be/rCO8SbxZVDY

東京都 【岩崎　真理子】野菜ソムリエのかぼちゃ活 https://youtu.be/QwDbyLmbOfU

兵庫県 【高見　忠男】兵庫県初、スマートミール外食部門ミッ星認証 https://youtu.be/4-HbI3Lu6As

広島県 【大西　真由美】2019 continue & challenge https://youtu.be/v6EmcR5Qlf8

福岡県 【山本　喜世憲】野菜ソムリエアワード・バブル https://youtu.be/Sc5vbhJkhnw

和歌山県 【垣淵　浩子】「野菜ソムリエとして、梅生活を伝える活動」 https://youtu.be/hXDO278m1O8

和歌山県 【井上　宣子】「子どもから大人まで無理なくできるベジフルライフのすすめ」 https://youtu.be/dimM9bVYn_g
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