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川畑泰史 Mr.オクレ

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

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

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

　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。

編集部 Minori

5時半から
プレオープニングがあり、
終演時には
プレゼント企画も！

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

■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）

　韓国出身のテノール歌手ベー・チェ
チョルのコンサート。その歌声を「ただご
とではない」と絶賛する医師・日野原氏
のスペシャルトークも。
【曲目】ラブ・ミー・テンダー、慕情、タイム・
トゥ・セイ・グッバイ　など
【特別ゲスト】ギター：アントニオ古賀

日野原重明プロデュース
ベー・チェチョル コンサート

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  Ａ席6,500円→6,000円（全席指定・税込）  
受付期間  1/25（水）10時～2/20（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  91764
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様発券手数料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23日（木） 開演13時半

　日本やヨーロッパで活躍するヴァイオ
リニスト。大阪フィルなどのコンサートマス
ターとして多数の公演に出演している。
【曲目】パラディス：シチリア̶ノ、モン
ティ：チャルダッシュ、ラフマニノフ：ヴォ
カリーズ ほか
【共演】ピアノ/オルガン ジュゼッペ・
マリオッティ

Melodious マウロ・イウラート 
ヴァイオリン・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→2,900円（全席指定・税込） 
受付期間  1/25（水）10時～2/28（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  91845
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様発券手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目、曲順が変更になる場合があります。

対象公演  3月18日（土） 開演19時

©武藤章

©s.yamato 飯森範親 外山雄三

角田綱亮 藤岡幸夫

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/

　人気の若手芸人から実力派のベテランまで、豪華な主演者た
ちが登場し、京都オリジナルの「祇園吉本新喜劇」と漫才や落語
などを上演する。京都で、生の笑いを体感しよう！

公演日 ： 3月1日（水）・2日（木）・6日（月）・11日（土）・12日（日）
時　間 ： 12時開場　12時半開演
料　金 ： 一般3,700円/学生平日2,700円/土日3,200円（全て税込） 
会　場 ： よしもと祇園花月

 （京都市東山区祇園町北側323 祇園会館内）
京阪本線　祇園四条駅　徒歩約7分

※5歳以上もしくは身長110cm以上の方はお席が必要
　（ひざ上でのお子様の観劇は1名様のみ可能です）

よしもと祇園花月 本公演

City Life 読者限定

対象公演  3月1日（水）・2日（木）・6日（月）・11日（土）・12日（日）
金額  一般3,700円→3,400円
　　　 学生平日2,700円/土日3,200円（全て税込）
受付期間  1/25（水）10時～2/20（月）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 92019　※制限枚数お一人様6枚まで　※お客様発券手数料0円
　　　　　　　　　　　　※やむを得ず、出演者、演目等変更になる場合があります。

1日（水）・2日（木）・6日（月）
【新喜劇】川畑泰史、チャーリー浜、Mr.オクレほか
【漫才・落語】未定

11日（土）・12日（日）
【新喜劇】内場勝則、池乃めだか、桑原和男ほか
【漫才・落語】未定

内場勝則池乃めだか

［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

©Rikimaru Hottaアラン・ギルバート野村万作野村萬斎

20797-38-3355
http://restaurant.novarese.co.jp/asm/

芦屋市大桝町5-23
営／
ランチ：11時半～15時
（L.O14時）無料Ｐあり
第二水曜定休
2/16臨時定休日　

芦屋モノリス

開業12周年を記念して
特別限定メニューが登場

● 12周年記念ビュッフェ　2/18（土）・19（日）
　各90分制（昼夜ともに未就園児無料）
　 ・・・ランチ（11時半～、13時半～）
　中学生以上3,500円、小学生1,500円
　　※ソフトドリンク無料
　・・・ディナー（18時～）
　中学生以上5,000円、小学生2,000円
　　※フリードリンク付き
● アニバーサリー・ディナー
　3/4（土）18時～19時半（L.O）
　10,000円（税サ込）
　※特別フルコース ※要予約 ※飲物別途
● ランチコース（すべて税サ込）
　2,500円、3,800円、5,000円

「シティライフを見た」で、
● ランチコース（3,800円）を
　利用の場合、
　メインディッシュを
　牛フィレに無料で変更
（2月末まで）

　この度、開業を記念した限定メニューが
登場。特別ビュッフェは、限定料理20品に
デザート8品という大満足な内容。この日だ
けのフルコースがふるまわれるアニバーサリ
ー・ディナーもお見逃しなく。
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JR芦屋

阪神
芦屋

セブン
イレブン

橋本歯科

本通北

セブン
イレブン

橋本歯科

本通北
特典

チョコレートフ
ァウンテンも楽
しめる。

地域で使えるポイントアプリ「CLポイント」。ポイントは現金と同じように使うことができるのでとっても
お得！カフェや美容院など様々な加盟店で利用できます。どんどん利用し、お得な買い物をお楽しみ
ください！ ※1ポイント＝1円　※CLポイントの利用は各参加店により対象商品が異なります。アプリ内の店舗情報をご確認ください。

CLポイントアプリはiPhoneの「App Store」や、アンドロ
イドの「Google play」で無料でダウンロードできます。

「CLポイント」で検索して
アプリをダウンロード
※CLポイントの
　ホームページも
　ご参照ください。

「使って貯める」時は「使う」だけでポイントも貯まります！

■詳しくは、http://cl-point.com 【問い合わせ先】E-mail clpoint@citylife-new.com FAX 06-6368-3505

CLポイントを
ダウンロードしよう

お店のスタッフに「CLポイントを利用」と伝え、
精算時には、アプリを準備しよう。

100ポイントプレゼント！100ポイントプレゼント！
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阪神間・
神戸のおすすめ


