
0 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

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 さ-6 さ-7 さ-8 さ-9 さ-10 さ-11 さ-12 さ-13 さ-14 さ-15 さ-16 さ

11 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

階段 12 す-1 す-2 す-3 す-4 す-5 す-6 す-7 す-8 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 階段

13 せ-1 せ-2 せ-3 せ-4 せ-5 せ-6 せ-7 せ-8 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

14 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

15 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

16 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

17 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

18 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

19 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

20 な-1 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

※あ列は補助席と車イススペースです。

舞　台

文化ホール座席表

21 43120列 410A

基本パターン 固定席 補助席等 合計

張出ステージ

通　路
通　路

通　路



0 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

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 さ-6 さ-7 さ-8 さ-9 さ-10 さ-11 さ-12 さ-13 さ-14 さ-15 さ-16 さ

11 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

階段 12 す-1 す-2 す-3 す-4 す-5 す-6 す-7 す-8 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 階段

13 せ-1 せ-2 せ-3 せ-4 せ-5 せ-6 せ-7 せ-8 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

14 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

15 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

※あ列は補助席と車イススペースです。

通　路

張出ステージ

326

文化ホール座席表
基本パターン 固定席 補助席等 合計

舞　台
B 15列 305 21

通　路
通　路



0 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

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 さ-6 さ-7 さ-8 さ-9 さ-10 さ-11 さ-12 さ-13 さ-14 さ-15 さ-16 さ

階段 階段

※あ列は補助席と車イススペースです。

通　路
通　路

通　路

張出ステージ

文化ホール座席表
基本パターン 固定席 補助席等 合計

舞　台
C-1 10列 200 21 221



0 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

1 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

2 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

3 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

4 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

5 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

6 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

7 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

8 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

9 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

10 さ-6 さ-7 さ-8 さ-9 さ-10 さ-11 さ-12 さ-13 さ-14 さ-15 さ-16 さ

※あ列は補助席等です。

張出ステージ

通　路
通　路

通　路

21

文化ホール座席表
基本パターン 固定席 補助席等 合計

221

舞　台
C-2 10列 200



張出ステージ

舞　台
0D ― 0 0

文化ホール座席表
基本パターン 固定席 補助席等 合計


	A
	Ｂ
	Ｃ-1
	Ｃ-2
	D



