
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

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 あ-23 あ-24

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 い-22 い-23 い-24

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 う-21 う-22 う-23 う-24 う-25

お-2 お-3 お-4 お-5 お-6 お-7 お-8 お-14 お-15 お-16 お-17 お-18 お-19 お-20 え-19 え-20 え-21 え-22 え-23 え-24 え-25 え-26

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-21 か-22 お-21 お-22 お-23 お-24 お-25 お-26 お-27

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 か-23 か-24 か-25 か-26 か-27 か-28

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 き-19 き-20 き-21 き-22 き-23 き-24 き-25 き-26 き-27 き-28

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 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

こ-1 こ-2 こ-3 こ-4 こ-5 こ-6 こ-7 こ-8 こ-9 こ-10 こ-11 こ-12 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

こ-13 こ-14 こ-15 こ-16 こ-21 こ-22 こ-23 こ-24 こ-25 こ-26 こ-27 こ-28

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

し-1 し-2 し-3 し-4 し-5 し-6 し-7 し-8 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 さ-27 さ-28

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-22 す-23 す-24 す-25 す-26 す-27 す-28

そ-1 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-22 せ-23 せ-24 せ-25 せ-26 せ-27 せ-28

た-1 た-2 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

ち-1 ち-2 ち-3 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

つ-1 つ-2 つ-3 つ-4 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

て-1 て-2 て-3 て-4 て-5 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

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

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 て-27 て-28

な-1 な-2 な-3 な-4 な-5 な-6 な-7 な-8 な-9 な-10 な-11 な-12 と-20 と-21 と-22 と-23 と-24 と-25 と-26 と-27 と-28

に-1 に-2 に-3 に-4 に-5 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

に-6 に-7 に-8 に-9 に-10 に-11 に-12 に-17 に-18 に-19 に-20 に-21 に-22 に-23

に-13 に-14 に-15 に-16 に-24 に-25 に-26 に-27 に-28

ぬ-1 ぬ-2 ぬ-3 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

ね-1 ね-2 ね-3 ね-4 ね-5 ね-6 ね-7 ね-8 ね-9 ね-10 ね-11 ね-12 ぬ-21 ぬ-22 ぬ-23 ぬ-24 ぬ-25 ぬ-26 ぬ-27 ぬ-28

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

の-1 の-2 の-3 の-4 の-9 の-10 の-11 の-12 の-13 の-14 の-15 の-21 の-22 の-23 の-24

の-5 の-6 の-7 の-8 の-16 の-17 の-18 の-19 の-20 の-25 の-26 の-27 の-28

は-1 は-2 は-3 は-4 は-9 は-10 は-11 は-12 は-13 は-14 は-15 は-21 は-22 は-23 は-24

は-5 は-6 は-7 は-8 は-16 は-17 は-18 は-19 は-20 は-25 は-26 は-27 は-28

さ～に列のチケットをお持ちの方
ぬ～は列のチケットをお持ちの方

１階席へ振り替え
２階席へ振り替え
３階席へ振り替え

→
→
→

あ～こ列のチケットをお持ちの方

出入口→ ←出入口

2020年８月６日(木)、７日(金)　道新寄席　柳家喬太郎　独演会　座席図

※道新ホールからカナモトホール（札幌市民ホール）に変更となりました。

お手持ちのチケットはそのまま有効となります。

→道新ホール(お手持ちのチケット) カナモトホール（札幌市民ホール）

ステージ

3階席 3階席

2階席 2階席
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