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弦楽器の中で最も人の声に近いといわれる
チェロの音色で、映画の名曲を美しく彩る。

［プログラム］「ティファニーで朝食を」よりム
ーン・リバー、「ライムライト」より エターナリ
ー、「モダン・タイムス」より スマイル　ほか

（順不同）
［ピアノ］山田武彦

荒 庸子 チェロ・リサイタル2017
想い出がいっぱい　珠玉のシネマ名曲SELECTION Vol.3

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール
（大阪市北区大淀南2-3-3）　
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可
金   額  S席3,000円→2,500円（全席指定・税込） 
受付期間 11/25（金）10時～2/19（日）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード  91895
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  3月4日（土） 開演19時

誰もが知るピアノ曲の最高峰、ベートー
ヴェンの3大ソナタ「悲愴」「月光」「熱
情」。数々の世界コンクールで輝かしい
受賞歴を多数持つ実力派ピアニスト・関
本昌平が、豊かな表現力でお届けする。

［プログラム］ピアノ・ソナタ第8番ハ短調「悲愴」op.13、第14
番嬰ハ短調「月光」op.27-2、第23番ヘ短調「熱情」op.57

必聴‼ベートーヴェン 3大ソナタ
関本昌平ピアノ・リサイタル

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール
（大阪市北区大淀南2-3-3）　
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可
金   額  3,000円→2,800円（全席指定・税込） 
受付期間  11/25（金）10時～2/19（日）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード  91893
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  3月4日（土） 開演14時

1990年にサンフランシスコで結成されて以
来、ハンドベル界をリード。CDはベストセラ
ーになり、アメリカ国内のツアーだけでなく日
本公演でもチケットが完売に。

［プログラム］チャイコフスキー「くるみ割り人
形」より、バッハ/グノー：アヴェ・マリア、クリスマ
ス・ソング集：きよしこの夜、ジングルベルほか

ソノス・ハンドベル・アンサンブル　
クリスマスコンサート2016

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール
（大阪市北区大淀南2-3-3）　
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※4歳以上のお子様から入場可能
金   額  2,500円→1,800円（全席指定・税込）
受付期間  11/25（金）10時～12/15（木）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード  91954
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  12月17日（土） 開演19時

チキン ガーリック ステーキは、男性5人
のアカペラグループ。日本初のアカペラ
グループとして、1990年に神戸で結
成。今年も地元神戸での恒例のクリス
マスコンサートが決定。卓越した重厚な
ハーモニーとオリジナリティあふれる「チ
キガリならではのクリスマス」を楽しめる。

チキン ガーリック ステーキ
クリスマスコンサート2016

City Life 読者限定

神戸国際会館　こくさいホール
（神戸市中央区御幸通8-1-6）各線三ノ宮駅より徒歩約5分
※未就学児は入場不可
金   額  5,400円→4,400円（全席指定・税込） 
受付期間  10/25（火）10時～12/11（日）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード  91603
※制限枚数お一人様6枚まで　※お客様手数料0円
お客様インフォメーション（全国一括）
0570-000-777（10時～20時）

対象公演  12月25日（日） 開演16時

世界的な指揮者・西村智実とロイヤルチェ
ンバーオーケストラによる新春コンサート。

［指揮］西本智実　［管弦楽］ロイヤルチェ
ンバーオーケストラ　［プログラム］ジョン・ウ
ィリアムス：スーパーマン、スターウォーズシリ
ーズ、ハリーポッター他。ドヴォルザーク：交
響曲第9番ホ短調　作品95「新世界より」

西本智実指揮
ロイヤルチェンバーオーケストラ演奏会 The America

City Life 読者限定

岸和田市立浪切ホール（岸和田市港緑町1-1）
南海本線岸和田駅から徒歩約10分
※未就学児は入場不可
金   額  S席7,000円→6,300円

A席5,000円→4,500円（いずれも全席指定・税込）
受付期間  11/3（木・祝）10時～1/16（月）20時
特別電話予約　072-439-4915

「シティライフを見た」とお伝えください
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  2月5日（日） 開演14時

過去最大級におもしろい！誰もが知っている
クラシックの名曲ばかりを集めた笑いの生ま
れるコンサート。TV番組「世界一受けたい授
業」などでも人気の指揮者・音楽家の青島
広志さんが、クラシックの名曲や作曲家につ
いておもしろエピソードを交えて解説する。

世界まるごとクラシック
HAPPY NEW YEAR 2017

City Life 読者限定

フェスティバルホール（大阪市北区中之島2-3-18）　
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※4歳からチケット必要。3歳以下は入場不可
金   額  5,500円→5,000円（全席指定・税込） 
受付期間  10/10（月・祝）10時～
　　　　  12/18（日）23時59分
電話予約  0570-02-9999
Ｐコ ード  599-243
http://w.pia.jp/p/marugoto17cl/

対象公演  1月14日（土） 開演14時

指揮／お話　青島広志、管弦楽　シアターオーケストラトーキョー

©塩澤秀樹

http://ticket.citylife-new.com/
新着情報はコチラ

エンタメticketもCheck！

音 楽 アート イベント スポーツ演 劇 おでかけ

エンタメ&スポット情報がいっぱい

Monthly

●自動音声ガイダンスに従って、専用コード、公演日、枚
数などを入力。

●予約の際は、必ず「発信者番号通知」を。（公衆電話
や非通知の場合は予約ができません）

●プッシュトーンのでるお電話からおかけください。
●ＱＲコードもしくはＵＲＬ入力で専用フォームより購入可能
●チケットを購入するための会員登録は無料

電話予約

WEB
受付

予約・購入について
●コンビニの端末で直接購入してください。コンビニ

販売 Loppiでの購入方法はコチラ
http://l-tike.com/guide/loppi.html
●オペレーターが対応します。受付時間内にお電話

ください。
特　　別
電話予約

「新春吉本お笑い
  バラエティーショー2017」
吉本新喜劇＆漫才の豪華2本立て

公演日 ： 1月3日（火）、4日（水）、7日（土）
時　間 ： ①11時開演　②15時開演　※開場は各30分前
会　場 ： 神戸国際会館 こくさいホール（神戸市中央区御幸通8-1-6）
　　　　  各線三ノ宮駅より徒歩約5分
※3歳以上有料　※一人一枚チケット必要

左から時計回りで、桂文枝、オール阪神・巨人、ザ・ぼんち、
西川のりお・上方よしお、銀シャリ、ダイアン、矢野・兵動

池乃めだか、間寛平、内場勝則

1/3　西川のりお・上方よしお、ザ・ぼんち、坂田利夫スペシャルコント、シンクタンク、ダイアン、
　　　矢野・兵動（１1時開演のみ）、司会：桂楽珍
1/4　桂文枝、オール阪神・巨人、坂田利夫スペシャルコント、シンクタンク、ギャロップ、司会：桂三語
1/7　オール阪神・巨人、テンダラー、銀シャリ、もりやすバンバンビガロ、司会：笑福亭扇平

【吉本新喜劇】（全日程共通）池乃めだか、間寛平、内場勝則　ほか
※都合により出演者が変更になる場合があります。予めご了承ください。

City Life 読者限定

　吉本を代表する人気芸人が神戸に一挙集結！おなじみの大御所から注目
の若手までが勢ぞろい。一度に新喜劇と漫才を楽しめる新春にふさわしい豪
華な舞台だ。すぐに席が埋まってしまう毎年人気の公演なので、「いつか生で
見てみたい」と思っている人はこの好機を逸さないよう、早めに押さえよう。

対象公演  1月3日（火） 、4日（水）、7日（土）

金額  4,700円→3,900円（全席指定・税込） 

受付期間 11/25（金）10時～12/31（土）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売

Lコード 91578
※制限枚数　お一人様6枚まで　※お客様手数料　0円
お客様インフォメーション（全国一括）0570‐000‐777（10時～20時）

編集部 Minori

笑いでいっぱいの
一年にしたいから、
年始は吉本で
スタートしよう！

ダミー

CAST

　今回で4回目を迎える「女だらけの吉本新喜劇」の舞
台は塀の中！酒井藍ちゃんが捕まった!?女囚人を舞台と
した芝居が繰り広げられる。いったいどんな展開になるの
か…。また、中国南充市雑技団をゲストに迎え、さらに見
ごたえアップ！若手芸人からベテランまで、人気の新喜劇
座員が多数出演する。女たちはなぜ塀の中に入ったの
か？乞うご期待！

公演日 ： 1月10日（火）～30日（月）

時　間 ： 18時40分開場　19時開演
料　金 ： 大人3,000円、

中学生以下2,000円
会　場 ： なんばグランド花月

大阪市中央区難波千日前11-6
各線難波駅下車

※膝上でのお子様の観劇は1名のみ可能

女だらけの吉本新喜劇 第4弾
～塀の中の新喜劇～　
featuring中国南充市雑技団 

酒井藍、アキ、清水けんじ、未知やすえ
（1/30休演）、山田花子、森田まりこ（1/12
休演）ほか。中国南充市雑技団メンバー

CAST City Life 読者限定

対象公演  1月10日（火）

～30日（月）

金額  一般3,000円→2,800円
中学生以下2,000円→1,800円

（いずれも全席指定・税込）

休演日　13（金）～15（日）、19（木）、
　　　　　21（土）、22（日）、28（土）、29（日）

受付期間  11/25（金）10：00～
各公演日４日前23時まで
全国のローソン・ミニストップ設置の
Loppiにて直接販売

Lコード 91905
※制限枚数お一人様6枚まで
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる
場合があります

左上から、酒井藍、アキ、清水けんじ、山田花子、森田まりこ、森田展義

当代屈指の演奏家として世界
中にその名を馳せているヴァイオ
リン界のレジェンド。豊かな感性
と完璧なテクニック、凄まじき集
中力で、バッハの無伴奏ソナタ＆
パルティータ全曲演奏に挑む。

チョン・キョンファ
J.S.バッハ　無伴奏ソナタ＆パルティータ全曲演奏会

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール
（大阪市北区大淀南2-3-3）　
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可
金   額  S席10,000円→9,000円（全席指定・税込） 
受付期間  11/25（金）10時～1/9（月・祝）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード  91885
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  1月25日（水） 開演19時

クラシックの枠を超えた独自の音楽スタイルを
切り開いたピアニスト。洗練されたビートと華
やかな楽曲を是非。

［プログラム］カルメン幻想曲、ヴィヴァルディ
「四季」より「冬」、ラ・カンパネラほか
［バンド］マーク・トゥリアン（ベース）、マーティー・
ブレイシー（ドラム）、オル・トグン（パーカッション）

TAKAKO INES ASAHINA
Neo Classic

City Life 読者限定

フェスティバルホール（大阪市北区中之島2-3-18）　
地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅、
京阪中之島線「渡辺橋」駅下車
※未就学児は入場不可
金   額  S席5,500円→5,000円（全席指定・税込） 
受付期間  11/25（金）10時～12/31（土）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード  91916
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  1月6日（金） 開演18時半

大人気ヴァイオリニスト川井郁子が、クラシ
ックやシネマミュージック、シャンソンなど様々
な愛の曲を演奏する。ロマンチックムードたっ
ぷりのバレンタインシーズンに是非！

［プログラム］慕情、愛の讃歌、チャールダーシュ、
ニュー・シネマ・パラダイス、白鳥ほか（順不同）

［出演］フェビアン・レザ・パネ（ピアノ）、弦楽合奏団

川井郁子
シンフォニックバレンタイン
コンサート2017

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール（大阪市北区大淀南2-3-3）　
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可
金   額  S席5,000円→4,500円
　　　　　A席4,000円→3,500円（共に全席指定・税込） 
受付期間  11/25（金）10時～1/31（火）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード  91894
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  2月11日（土） 開演14時

タンゴ歌手としてデビュー。海外アーティスト
との共演も多くその円熟した歌唱力は国内
外で評価が高い。ゲストシンガーに元宝塚
歌劇団の花城アリア、アコーディオン奏者
に桑山哲也を迎え、名曲の数 を々送る

［プログラム］愛の讃歌、知りたくないのメドレ
ー、マイ・ウェイ、ラ・クンパルシータほか

菅原洋一コンサート2017
～私のこころに残る歌～

City Life 読者限定

ザ・シンフォニーホール
（大阪市北区大淀南2-3-3）　
JR大阪環状線　福島駅　徒歩約7分
※未就学児は入場不可
金   額  6,000円→5,500円（全席指定・税込） 
受付期間  11/25（金）10時～1/9（月・祝）23時
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード  91883
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等変更になる場合があります。

対象公演  1月21日（土） 開演14時


