
平成２８年度　青年部一覧（全青色青年部調べ）
平成28年6月10日

ブロック 県 名 会　名 リンク先
東　京 東　京 一般社団法人　神田青色申告会 一般社団法人 神田青色申告会
東京 東京 一般社団法人　京橋青色申告会

東京 東京 一般社団法人  芝青色申告会

東京 東京 一般社団法人　四谷青色申告会 四谷青色申告会
東京 東京 一般社団法人　小石川青色申告会

東京 東京 一般社団法人　浅草青色申告会

東京 東京 一般社団法人　品川青色申告会 一般社団法人　品川青色申告会
東京 東京 一般社団法人　荏原青色申告会 荏原青色申告会 青年部
東京 東京 一般社団法人　大森青色申告会

東京 東京 一般社団法人　世田谷青色申告会 一般社団法人 世田谷青色申告会
東京 東京 一般社団法人　北沢青色申告会 北沢青色申告会 青年部 “アクセル”
東京 東京 一般社団法人　玉川青色申告会

東京 東京 一般社団法人　渋谷青色申告会

東京 東京 一般社団法人  新宿青色申告会

東京 東京 公益社団法人　杉並青色申告会

東京 東京 一般社団法人　荻窪青色申告会

東京 東京 公益社団法人　板橋青色申告会 （公社）板橋青色申告会
東京 東京 一般社団法人　練馬東青色申告会

東京 東京 練馬西青色申告会 練馬西青色申告会
東京 東京 一般社団法人　豊島青色申告会 豊島青色申告会青年部
東京 東京 一般社団法人　王子青色申告会 青年部｜一般社団法人 王子青色申告会
東京 東京 一般社団法人　向島青色申告会

東京 東京 一般社団法人　江戸川北青色申告会

東京 東京 公益社団法人　江東西青色申告会 公益社団法人　江東西青色申告会
東京 東京 一般社団法人  江東東青色申告会

東京 東京 一般社団法人　立川青色申告会

東京 東京 一般社団法人　武蔵野青色申告会 社団法人 武蔵野青色申告会 青年部
東京 東京 武蔵野青色申告会青年部
東京 東京 青色な日々
東京 東京 公益社団法人　武蔵府中青色申告会 青年部 - 武蔵府中青色申告会
東京 神奈川 一般社団法人　横浜中青色申告会

東京 神奈川 一般社団法人　保土ケ谷青色申告会

東京 神奈川 一般社団法人  神奈川青色申告会

東京 神奈川 一般社団法人　みどり青色申告会

東京 神奈川 鶴見青色申告会 青年部 | 鶴見青色申告会
東京 神奈川 川崎北青色申告会

東京 神奈川 川崎西青色申告会

東京 神奈川 横須賀青色申告会

東京 神奈川 一般社団法人　鎌倉青色申告会 青年部会・ 女性部の紹介 - 鎌倉青色申告会
東京 神奈川 一般社団法人 鎌倉青色申告会 青年部会
東京 神奈川 湘南青色申告会 青年部 | 湘南青色申告会
東京 神奈川 一般社団法人　大和青色申告会 一般社団法人 大和青色申告会
東京 神奈川 一般社団法人　相模原青色申告会 青年部 - 一般社団法人相模原青色申告会
東京 千　葉 公益社団法人　千葉東青色申告会 青色名店街
東京 千葉 一般社団法人　千葉西青色申告会 千葉西青色申告会 青年部
東京 千葉 一般社団法人　成田青色申告会 青年部 - 成田青色申告会
東京 千葉 公益社団法人　松戸青色申告会 松戸青色申告会｜青年部
東京 千葉 一般社団法人　柏青色申告会 柏青色申告会 -青年部女性部-
東京 千葉 公益社団法人　市川青色申告会 公益社団法人　市川青色申告会
東京 千葉 一般社団法人　香取青色申告会

東京 千葉 銚子青色申告会

東京 千葉 一般社団法人　東金青色申告会 （社）東金青色申告会 青年部
東京 千葉 茂原税務署管内青色申告会

東京 千葉 木更津青色申告会

東京 千葉 一般社団法人　館山青色申告会

東京 山　梨 一般社団法人　甲府青色申告会 甲府青色申告会
東京 山梨 山梨青色申告会 山梨青色申告会
東京 山梨 鰍沢青色申告会

関東信越 埼　玉 与野青色申告会

関東信越 埼玉 新座青色申告会

関東信越 埼玉 一般社団法人　大宮青色申告会 一般社団法人　大宮青色申告会
関東信越 埼玉 川口青色申告会 川口青色申告会
関東信越 埼玉 白岡市

関東信越 埼玉 杉戸町青色申告会

関東信越 茨　城 水戸市青色申告会

関東信越 茨城 鉾田市青色申告会

関東信越 茨城 神栖市青色申告会

関東信越 茨城 潮来市潮来青色申告会

関東信越 茨城 行方市青色申告会

関東信越 茨城 竜ケ崎市青色申告会

関東信越 茨城 土浦青色申告会

関東信越 茨城 筑西市下館青色申告会

関東信越 茨城 境町青色申告会

関東信越 群　馬 新町青色申告会

関東信越 群馬 高崎市吉井青色申告会

関東信越 群馬 藤岡青色申告会

関東信越 群馬 藤岡市鬼石青色申告会

関東信越 群馬 沼田青色申告会

関東信越 群馬 太田青色申告会

関東信越 新潟 新潟税務署管内青色申告会連合会

関東信越 新潟 新津税務署管内青色申告会連合会

関東信越 新潟 巻税務署管内青色申告会連合会

関東信越 新潟 三条税務署管内青色申告会連合会 三条青色申告会青年部です！～あおしんブログ～

三条青色申告会青年部
北海道 北海道 札幌中青色申告会連合会

北海道 北海道 札幌西青色申告会連合会

北海道 北海道 札幌東青色申告会連合会

北海道 北海道 札幌南青色申告会連合会 青年部・女性部 - 札幌南青色申告会連合会
北海道 北海道 恵庭市青色申告会

北海道 北海道 函館青色申告会 函館青色申告会青年部 - Yahoo!ブログ
北海道 北海道 倶知安青色申告会

北海道 北海道 旭川中青色申告会連合会

北海道 北海道 留萌青色申告会

北海道 北海道 登別青色申告会

北海道 北海道 浦河青色申告会

北海道 北海道 苫小牧青色申告会

北海道 北海道 紋別青色申告会連合会

北海道 北海道 北見青色申告会

北海道 北海道 帯広青色申告会

北海道 北海道 芽室町青色申告会

北海道 北海道 根室市青色申告会

東北 宮城 一般社団法人　仙台北青色申告会 一般社団法人 仙台北青色申告会 青年部
東北 宮城 一般社団法人　仙台中青色申告会 一般社団法人　仙台中青色申告会　青年部
東北 宮城 仙台南地区青色申告会

東北 青森 青森税務署管内青色申告会連合会 青森青色申告会
東北 青森 弘前税務署管内青色申告会連合会

東北 青森 十和田税務署管内青色申告会連合会

東北 青森 八戸税務署管内青色申告会連合会 八戸青色申告会
東北 山形 山形青色申告会 山形青色申告会青年部会
東海 愛知 千種青色申告会

東海 愛知 名古屋北税務署管内青色申告会

東海 愛知 名古屋西青色申告会

東海 愛知 一般社団法人　名古屋中村青色申告会

東海 愛知 昭和青色申告会

東海 愛知 熱田税務署管内青色申告会

東海 愛知 一般社団法人　中川青色申告会 中川青色申告会＞女性部・青年部
東海 愛知 小牧税務署管内青色申告会

東海 愛知 一宮青色申告会連合会

東海 愛知 半田青色申告会

東海 静岡 一般社団法人　静岡青色申告会 静岡県青色申告会連合会　青年部
東海 静岡 一般社団法人　静岡青色申告会
東海 静岡 清水税務署管内青色申告会

東海 静岡 伊豆下田青色申告会

東海 静岡 沼津税務署管内青色申告会連合会

東海 静岡 三島税務署管内青色申告会

東海 静岡 一般社団法人　熱海伊東青色申告会

東海 静岡 一般社団法人 藤枝青色申告会

東海 静岡 島田税務署管内青色申告会

東海 静岡 磐田税務署管内青色申告会

東海 静岡 掛川青色申告会

東海 静岡 公益社団法人　浜松西青色申告会

東海 静岡 一般社団法人　浜松東青色申告会

東海 三重 津青色申告会

東海 三重 桑名青色申告会

東海 三重 一般社団法人　四日市青色申告会 一般社団法人　四日市青色申告会
東海 三重 伊勢青色申告会 伊勢青色申告会　青年部
東海 三重 伊賀青色申告会

東海 岐阜 岐阜北税務署管内青色申告会連合会

東海 岐阜 岐阜南青色申告会

東海 岐阜 大垣青色申告会

東海 岐阜 海津市青色申告会

東海 岐阜 養老町青色申告会

東海 岐阜 垂井町青色申告会

東海 岐阜 関ヶ原町青色申告会

東海 岐阜 神戸町青色申告会

東海 岐阜 輪之内町青色申告会

東海 岐阜 安八町青色申告会

東海 岐阜 揖斐川町青色申告会

東海 岐阜 大野町青色申告会

東海 岐阜 池田町青色申告会

東海 岐阜 関市青色申告会

東海 岐阜 中津川市青色申告会

東海 岐阜 恵那市青色申告会

東海 岐阜 飛騨青色申告会

北陸 福井 福井青色申告会 福井青色申告会青年部のホームページ
北陸 福井 福井青色申告会
北陸 富山 富山青色申告会

中国 広島 広島東青色申告会

中国 広島 一般社団法人　広島西青色申告会

中国 広島 一般社団法人　広島南青色申告会

中国 広島 福山青色申告会

中国 山口 山口青色申告会

中国 岡山 岡山東青色申告会

中国 岡山 児島青色申告会 児島青色申告会　青年部
四国 香川 高松青色申告会

四国 愛媛 松山青色申告会 松山青色申告会　青年部
四国 愛媛 松山青色申告会　青年部
四国 徳島 徳島青色申告会

四国 徳島 阿南市青色申告会

四国 高知 高知青色申告会

四国 高知 四万十市中村青色申告会

四国 高知 須崎税務署管内青色申告会連合会

四国 高知 南国税務署管内青色申告会連合会

北部九州 福岡 一般社団法人　西福岡青色申告会 一般社団法人 西福岡青色申告会・青年部
北部九州 福岡 久留米青色申告会 久留米青色申告会　青年部
北部九州 福岡 一般社団法人　小倉青色申告会

北部九州 佐賀 伊万里青色申告会

北部九州 長崎 長崎青色申告会

南九州 熊本 一般社団法人　熊本西青色申告会

南九州 鹿児島 一般社団法人　鹿児島青色申告会

南九州 鹿児島 志布志青色申告会

南九州 鹿児島 鹿屋市青色申告会

南九州 宮崎 一般社団法人　宮崎青色申告会 女性部青年部 - 宮崎青色申告会
南九州 宮崎 延岡市青色申告会

沖縄 沖縄 一般社団法人　那覇青色申告会 一般社団法人　那覇青色申告会/女性部・青年部
沖縄 沖縄 一般社団法人　北那覇青色申告会 青年部 | 一般社団法人北那覇青色申告会
沖縄 沖縄 一般社団法人　沖縄中部青色申告会

沖縄 沖縄 八重山青色申告会
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http://aosin.exblog.jp/
https://www.facebook.com/3aoshin/
http://www.aoiro.jp/ladiyouth.htm
http://blogs.yahoo.co.jp/hakodateaoiro
https://www.facebook.com/sendaikita.aoiro.seinen
http://aoiro-sendainaka.jp/katudo.php#ind03
http://park2.wakwak.com/~aomori-aoiro/kaiin-seinen.html
http://hatiao.exblog.jp/
http://www.yamagata-aoiro.com/seinen/
http://www.nakagawa-aoiro.or.jp/A04seinen_josei.htm
https://www.facebook.com/pages/%E9%9D%99%E5%B2%A1%E7%9C%8C%E9%9D%92%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A%E4%BC%9A%E9%80%A3%E5%90%88%E4%BC%9A-%E9%9D%92%E5%B9%B4%E9%83%A8/245395058986473?ref=hl
http://www2.wbs.ne.jp/~aoiro/html/jigyou/se-bu/se-bu.html
http://www.4aoiro.com/service/c4.html
http://www.ise-aoiro.jp/young.php
http://fukuiaoiro.sakura.ne.jp/seinen/
http://fukuiaoiro.com/fukuiaoiro/
http://kojima-aoshin.com/
https://ja-jp.facebook.com/pages/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E9%9D%92%E8%89%B2%E7%94%B3%E5%91%8A%E4%BC%9A-%E9%9D%92%E5%B9%B4%E9%83%A8/282571235100764
http://blog.goo.ne.jp/matuaoseinenbu77
http://www.yu-netkita.com/aoironet/seinenbu.html
http://aoiro-kurume.com/about
http://miyaao.ec-net.jp/seinen-jyosei.html
http://naha-aoiro.jp/jyoseiseinen.html
http://www.kitanaha-aoiro.net/?page_id=375

