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［出演］指揮：アラン・ギルバート、ピ
アノ：イノン・バルナタン、管弦楽：東
京都交響楽団
［プログラム］ベートーヴェン：劇付随
音楽〈エグモント〉序曲op.84、ラフ
マニノフ：パガニーニの主題による
狂詩曲op.43、ベートーヴェン：交響
曲第3番変ホ長調op.55「英雄」

第55回大阪国際フェスティバル2017提携公演
東京都交響楽団 大阪特別公演

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5,800円→5,300円（全席指定・税込） 
受付期間  12/25（日）10時～3/31（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-322
WEB受付 http://w.pia.jp/p/

tmso-osk17cl/

対象公演  4月23日（日） 開演14時　人間国宝・野村万作を筆頭
に、映画やテレビで大活躍の
野村萬斎ほか万作の会一門
が出演する、日本の伝統芸能・
狂言の舞台。
［プログラム］千鳥（茂山千作、
茂山千五郎ほか）、奈須与市
語（野村萬斎）、唐人相撲（野
村万作、野村萬斎ほか）

祝祭大狂言会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※未就学児は入場不可
金   額  S席8,000円→7,500円

（全席指定・税込） 
受付期間  12/25（日）10時～3/31（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-321
WEB受付 http://w.pia.jp/p/

shukusai17cl/

対象公演  4月22日（土） 開演15時

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

「THE  舶来寄席  2017 winter」
～世界のスゴ技がなんばに集結！～

公演日 ： 2月3日（金）～26日（日）
休演日 ： 2/9（木）、12（日）、17（金）、23（木）
時　間 ： 平日18時半、土日19時開演　※開場は各30分前
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
※5歳以上または身長が110㎝以上のお子様は席が必要

辻本茂雄
〔出演日〕
2/3（金）～8（水）、10（金）

アキ、清水けんじ、酒井藍
〔出演日〕 2/11（土祝）、13（月）～16（木）、18（土）

「バランスの魔術師」
マディール・リゴロ

「世界最速！
 超速ジャグラー」
マリオ・ベロセック

「どたばた
 トランポリン」
プロフェッサー・ワッコー

「ポールを操る
  ダンサー」
ヘレナ・リーマン

すっちー
〔出演日〕
2/19（日）～22（水）、
24（金）～26（日）

■ハイドン：交響曲第103番　変ホ長調「太鼓連打」
Hob.l:103（日本センチュリー交響楽団）、■チャイコフス
キー：バレエ組曲「くるみ割り人形」作品71a（大阪交響
楽団）、■R.シュトラウス：交響詩「ドン・ファン」作品20
（大阪フィルハーモニー交響楽団）、■レスピーギ：交響詩
「ローマの松」P.141（関西フィルハーモニー管弦楽団）

City Life 読者限定

　吉本新喜劇と世界一流のパフォー
マーが奇跡の共演を果たす！新喜劇
は、辻本茂雄、すっちーの座長班と人
気座員によるユニット班による日替り
公演。更に、バランス芸や自転車アク
ロバット、ポールダンスなど、今まで見た
こともないようなスゴ技を身に付けたア
ーティストが集結。楽しく、激しく、美しい
パフォーマンスに惹き込まれる！

対象公演  2月3日（金） ～26日（日）
金額  一般          4,700円→4,300円
　　 　中学生以下 2,900円→2,800円（共に全席指定・税込） 
受付期間 12/25（日）10時～1/20（金）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 91423
※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

子どもも
観劇できるのが嬉しい！
Sold Outになる前に
手に入れたい！

ENTERTAI
NER

　通称「４オケ」は2015年に1回目を開催。在阪4つのオーケスト
ラがそれぞれの指揮者と1曲ずつ演奏し、一度に4つの楽団を楽
しめると話題になり、初演はチケットが即完売した。3回目となる今
回も、バラエティに富んだ曲目と演奏で、聴くものを惹きつける内
容となっている。各楽団の個性を聴き比べてみるのもおもしろい。

公演日 ： 4月8日（土）
時　間 ： 15時開場　16時開演
料　金 ： S席8,500円
会　場 ： 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

第55回大阪国際フェスティバル2017　大阪４大オーケストラの響演

CAST

City Life 読者限定

対象公演  4月8日（土）
金額  S席8,500円→8,000円（全席指定・税込）
受付期間  12/25（日）10時～3/31（金）23時59分まで

電話予約  0570-02-9999
Pコード 599-320
WEB受付 http://w.pia.jp/p/orc4-17cl/

飯森範親指揮　日本センチュリー交響楽団
外山雄三指揮　大阪交響楽団
角田綱亮指揮　大阪フィルハーモニー交響楽団
藤岡幸夫指揮　関西フィルハーモニー管弦楽団

PROGRAM

　神戸を拠点に活動する和太鼓の演奏グル
ープ「和太鼓松村組」。「和と世界の交響音
楽」をコンセプトに、マリンバやオカリナ、南米ア
ンデスの民族楽器等との融合を図り、独自の
サウンドを追求している。力強い響きを楽しもう。

The Symphony Hall 
× 和太鼓松村組 春祭2017
～越冬 新たなる生命の芽吹き～

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→2,700円（全席指定・税込） 
受付期間  12/25（日）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  91398
※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11日（土） 開演19時半

　今秋開幕した男子プロ
バスケットボールBリーグ。
西宮ストークスは兵庫県
唯一のプロチームでB2で
の優勝、B1への昇格を目
指す。スピード感ある迫力
満点の試合は必見。ハー
フタイムなどで見られるチ
アダンスも見所。

プロバスケットチーム B.LEAGUE 西宮ストークス
City Life 読者限定

金   額  大人2,000円→1,800円、小中高校生1,500円→900円（共に2F自由席・税込）
受付期間  12/20（火）10時～1/19（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  91656　※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円

対象ゲーム  1月2日（月・祝）17時～、3日（火）14時～
兵庫県立総合体育館（西宮市鳴尾浜1-16-8）　
対象ゲーム  1月20日（金）19時～、21日（土）15時～
西宮市立中央体育館（西宮市河原町1-16）　

　オーケストラ・サウンドで楽しむジャズとシネ
マ・ミュージック！
［出演］ピアノ：細川千尋、指揮：松村秀明、オー
ケストラ：大阪交響楽団
［プログラム］ブラウン：映画「雨に唄えば」より、ロータ：
映画「ゴッドファーザー」より、モリコーネ：映画「ニュー・
シネマ・パラダイス」より、チック・コリア：スペイン ほか

ライト・シンフォニックコンサート
～大人の贅沢～

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  12/25（日）10時～1/24（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  91399
※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14日（火） 開演19時

　天性の艶と張りのある声と抜群の歌
唱力を併せ持ち、日本演歌界を牽引す
る実力派。演歌ファンをうならせる珠玉
のステージをぜひ。
［プログラム］海鳴りの詩、感謝状、帰ら
んちゃよか、お梶、大忠臣蔵ほか
※変更になる場合があります。

島津亜矢コンサート
2017初志

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  S席6,700円→①昼6,200円

　　　　　　 ②夜5,700円
受付期間  12/25（日）10時～3/13（月）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  91400
※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20日（月・祝） 
　　　　　①開演13時 ②開演17時

©武藤章

©s.yamato 飯森範親 外山雄三

角田綱亮 藤岡幸夫

©Kulturnacht

©Rikimaru Hottaアラン・ギルバート

共に全席指定
・税込（ ）

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

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（共に全席指定・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

©塩澤秀樹

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

野村万作野村萬斎


