
千代田開発センター 座席表
ステージ

ステージ張出のため、最前列は販売いたしません。

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
招待席

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
助成団体用

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

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

大ホール726席 赤＝サンクス １９８ 青＝観光協会 ２７２ 緑＝ＮＥＴ９６ 白＝招待席４８

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25 あ26 あ27 あ28 あ29 あ30 あ31 あ32

入 口 入 口 入 口


