
ね５ ね６ ね７ ね８ ね９ ね10 ね11 ね12 ね13 ね14 ね15 ね16 ね17 ね18 ね19 ね20 ね21 ね22 ね23 ね24 ね25 ね26 ね27 ね28

ぬ４ ぬ５ ぬ６ ぬ７ ぬ８ ぬ９ ぬ10 ぬ11 ぬ12 ぬ13 ぬ14 ぬ15 ぬ16 ぬ17 ぬ18 ぬ19 ぬ20 ぬ21 ぬ22 ぬ23 ぬ24 ぬ25 ぬ26 ぬ27 ぬ28 ぬ29

に３ に４ に５ に６ に７ に８ に９ に10 に11 に12 に13 に14 に15 に16 に17 に18 に19 に20 に21 に22 に23 に24 に25 に26 に27 に28 に29 に30

な２ な３ な４ な５ な６ な７ な８ な９ な10 な11 な12 な13 な14 な15 な16 な17 な18 な19 な20 な21 な22 な23 な24 な25 な26 な27 な28 な29 な30 な31

と１ と２ と３ と４ と５ と６ と７ と８ と９ と10 と11 と12 と13 と14 と15 と16 と17 と18 と19 と20 と21 と22 と23 と24 と25 と26 と27 と28 と29 と30 と31 と32

て１ て２ て３ て４ て５ て６ て７ て８ て９ て10 て11 て12 て13 て14 て15 て16 て17 て18 て19 て20 て21 て22 て23 て24 て25 て26 て27 て28 て29 て30 て31 て32

つ１ つ２ つ３ つ４ つ５ つ６ つ７ つ８ つ９ つ10 つ11 つ12 つ13 つ14 つ15 つ16 つ17 つ18 つ19 つ20 つ21 つ22 つ23 つ24 つ25 つ26 つ27 つ28 つ29 つ30 つ31 つ32

ち１ ち２ ち３ ち４ ち５ ち６ ち７ ち８ ち９ ち10 ち11 ち12 ち13 ち14 ち15 ち16 ち17 ち18 ち19 ち20 ち21 ち22 ち23 ち24 ち25 ち26 ち27 ち28 ち29 ち30 ち31 ち32

た１ た２ た３ た４ た５ た６ た７ た８ た９ た10 た11 た12 た13 た14 た15 た16 た17 た18 た19 た20 た21 た22 た23 た24 た25 た26 た27 た28 た29 た30 た31 た32

そ１ そ２ そ３ そ４ そ５ そ６ そ７ そ８ そ９ そ10 そ11 そ12 そ13 そ14 そ15 そ16 そ17 そ18 そ19 そ20 そ21 そ22 そ23 そ24 そ25 そ26 そ27 そ28 そ29 そ30 そ31 そ32

せ９ せ10 せ11 せ12 せ13 せ14 せ15 せ16 せ17 せ18 せ19 せ20 せ21 せ22 せ23 せ24 せ25 せ26 せ27 せ28 せ29 せ30 せ31 せ32

す９ す10 す11 す12 す13 す14 す15 す16 す17 す18 す19 す20 す21 す22 す23 す24 す25 す26 す27 す28 す29 す30 す31 す32

し１ し２ し３ し４ し５ し６ し７ し８ し９ し10 し11 し12 し13 し14 し15 し16 し17 し18 し19 し20 し21 し22 し23 し24 し25 し26 し27 し28 し29 し30 し31 し32

さ１ さ２ さ３ さ４ さ５ さ６ さ７ さ８ さ９ さ10 さ11 さ12 さ13 さ14 さ15 さ16 さ17 さ18 さ19 さ20 さ21 さ22 さ23 さ24 さ25 さ26 さ27 さ28 さ29 さ30 さ31 さ32

こ１ こ２ こ３ こ４ こ５ こ６ こ７ こ８ こ９ こ10 こ11 こ12 こ13 こ14 こ15 こ16 こ17 こ18 こ19 こ20 こ21 こ22 こ23 こ24 こ25 こ26 こ27 こ28 こ29 こ30 こ31 こ32

け１ け２ け３ け４ け５ け６ け７ け８ け９ け10 け11 け12 け13 け14 け15 け16 け17 け18 け19 け20 け21 け22 け23 け24 け25 け26 け27 け28 け29 け30 け31 け32

く１ く２ く３ く４ く５ く６ く７ く８ く９ く10 く11 く12 く13 く14 く15 く16 く17 く18 く19 く20 く21 く22 く23 く24 く25 く26 く27 く28 く29 く30 く31 く32

き１ き２ き３ き４ き５ き６ き７ き８ き９ き10 き11 き12 き13 き14 き15 き16 き17 き18 き19 き20 き21 き22 き23 き24 き25 き26 き27 き28 き29 き30 き31 き32

か１ か２ か３ か４ か５ か６ か７ か８ か９ か10 か11 か12 か13 か14 か15 か16 か17 か18 か19 か20 か21 か22 か23 か24 か25 か26 か27 か28 か29 か30 か31 か32

お１ お２ お３ お４ お５ お６ お７ お８ お９ お10 お11 お12 お13 お14 お15 お16 お17 お18 お19 お20 お21 お22 お23 お24 お25 お26 お27 お28 お29 お30 お31 お32

え１ え２ え３ え４ え５ え６ え７ え８ え９ え10 え11 え12 え13 え14 え15 え16 え17 え18 え19 え20 え21 え22 え23 え24 え25 え26 え27 え28 え29 え30 え31 え32

う１ う２ う３ う４ う５ う６ う７ う８ う９ う10 う11 う12 う13 う14 う15 う16 う17 う18 う19 う20 う21 う22 う23 う24 う25 う26 う27 う28 う29 う30 う31 う32

い１ い２ い３ い４ い５ い６ い７ い８ い９ い10 い11 い12 い13 い14 い15 い16 い17 い18 い19 い20 い21 い22 い23 い24 い25 い26 い27 い28 い29 い30 い31 い32

あ１ あ２ あ３ あ４ あ５ あ６ あ７ あ８ あ９ あ10 あ11 あ12 あ13 あ14 あ15 あ16 あ17 あ18 あ19 あ20 あ21 あ22 あ23 あ24 あ25 あ26 あ27 あ28 あ29 あ30 あ31 あ32

千代田開発センター座席表

ステージ

入口

入口 入口

ロビー

非常口

車椅子席

有効座席数714席

と１ と２ と３ と４ と５ と６ と７ と８

て１ て２ て３ て４ て５ て６ て７ て８

つ１ つ２ つ３ つ４ つ５ つ６ つ７ つ８

ち１ ち２ ち３ ち４ ち５ ち６ ち７ ち８

た１ た２ た３ た４ た５ た６ た７ た８

そ１ そ２ そ３ そ４ そ５ そ６ そ７ そ８

神楽ツアー用ブロック席48席


