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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。
●ガイダンスで案内された番号を持参のうえ、セブンイレブン
またはサンクス・サークルＫ、ぴあ店舗にて、代金引換でチ
ケットをお受け取りください。

　詳しくはhttp://t.pia.jp/guide/orderbyphone.jsp
●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

　19歳ながら成熟した音楽性が高く評
価され注目を集める新進気鋭のピアニ
スト。2015年浜松国際ピアノコンクール
に最年少参加し第3位受賞、アメリカ国
内のコンクールでも優勝多数。
【曲目】J.S.バッハ/ブゾーニ：シャコンヌ、
リスト：「ドン・ジョヴァンニ」の回想　ほか

The Symphony Hall ヤング・プレミアムコンサート Vol.4
ダニエル・シュー 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 2,000円→1,800円（全席指定・税込） 
受付期間  2/25（土）10時～3/31（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  91847
※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  5月9日（火） 開演19時

　アジア屈指の名門オーケストラが29年ぶり
に来日。日本公演はザ・シンフォニーホールのみ！
【曲目】バルトーク：ヴァイオリン協奏曲 第2番、
ブラームス：交響曲 第1番 ハ短調op.68 ほか
【出演】指揮：ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン、ヴァ
イオリン：ニン・フェン　管弦楽：香港フィルハー
モニー管弦楽団

香港フィルハーモニー管弦楽団 日本公演
鬼才、ヤープ・ヴァン・ズヴェーデン指揮！！

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8,500円→8,000円

A席7,500円→7,000円（共に全席指定・税込） 
受付期間  2/25（土）10時～3/31（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  91846
※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  4月18日（火） 開演19時

©Cheung Chi Wai ©浜松国際コンクール

　「雪月花」の三幕で携成された舞台に
は、衣裳・舞台装置など色鮮やかな世界
が広がる。そして、女形、舞踊、立廻りと、
歌舞伎の魅力がたっぷり！花道を使った
本格歌舞伎。出演者による解説があり、
幼児から楽しめる。

創作歌舞伎「牛若丸」
併演「歌舞伎の楽しさ」 国立文楽劇場（大阪市中央区日本橋1-12-10）　

地下鉄千日前線・堺筋線「日本橋」駅、
近鉄奈良線「近鉄日本橋」駅より徒歩1分
※4歳未満は入場不可
金   額  大人3,800円子ども4歳以上・学生大学生まで3,000円
　　　　   （ともに全席指定・税込）※当日500円増
申込メール  asahi@kodomo-center.org
又はファックス  06-6951-0056（24時間）
「牛若丸」・ 参加される方全員の氏名・お子さんの年齢・住所・TEL を明記して申込
問 合 せ  NPO法人 子どもセンターあさひ 06-6951-0055

対象公演  3月11日（土） 開演15時

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8,500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
電話予約  0570-02-9999
Pコード  599-320
WEB受付 http://w.pia.jp/p/

orc4-17cl/

対象公演  4月8日（土） 開演16時

　結成3年の異例の早さでホールラ
イブを行う、大阪出身のR&Bバンド
Neighbors Complain（ネイバーズ
　コンプレイン）。ストリートライブから
爆発的に火が付き、定期的に行うワ
ンマンライブでは常にSOLD OUT。
個々のパフォーマンス能力やスキル、
高い音楽センスで、日本の音楽業界
や海外などからも高い評価を受ける。

Neighbors Complainコンサート City Life 読者限定

サンケイホールブリーゼ（大阪市北区梅田2-4-9 ブリーゼタワー7F）　
地下鉄四つ橋線西梅田駅より徒歩3分
JR大阪駅、JR東西線北新地駅、阪神梅田駅より徒歩5分
※未就学児は入場不可
金   額  4,000円→3,500円（全席指定・税込・ワンドリンク込） 
受付期間  2/25（土）10時～3/26（日）23時59分
　　　 　 （毎週火曜・水曜 午前2時半～5時半は受付不可）
電話予約  0570-02-9999　
P コード  599-052
※制限枚数お一人様4枚まで　※お客様手数料0円

対象公演  3月31日（金） 開演19時 　アニメ、映画それぞれの公開を
記念して開催された「四月は君
の嘘クラシックコンサート」が今
年も開催。アニメと映画に登場
したクラシック音楽「サン=サーン
ス：序奏とロンド・カプリチオー
ソ」、「クライスラー：愛の悲し
み」、「ショパン：バラード第1番」
などを中心に生演奏が楽しめる。

「四月は君の嘘」クラシックコンサート2017 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  一般4,000円→3,000円

学生（高校生以下）2,000円
（共に全席指定・税込） 

受付期間  2/25（土）10時～4/8（土）20時
特別電話予約  072-439-4915（受付 10時～20時）

「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  4月9日（日） 開演15時

©新川直司・講談社

今年80歳の美空ひばり。昨年100歳のエ
ディット・ピアフ。波乱の生涯を生き抜いた、
日本とフランスの歌姫の人生を、加藤登紀
子が語り、歌うコンサート。
【曲目】1部：人生の始まりと終わり、星の流
れに ほか。2部：バラ色の人生、異国の人 
ほか。

加藤登紀子コンサート2017
「人生の始まりと終わり」ひばりとピアフ

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6,500円→6,000円

A席5,000円→4,500円
（共に全席指定・税込） 

受付期間  2/25（土）10時～5/21（日）23時
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-051
※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  5月28日（日） 開演16時

　東日本大震災から6年、音楽を通して
「3.11を忘れない」ことで応援するチャリティ
ーコンサート。チケット収入は、岩手県大槌町
との絆から茨木で行われる、「おおつち野球
スポーツ少年団」との交流事業に充てる。
【曲目】マイピュアレディ、オリビアを聴きなが
ら、天使のウインク ほか。

東日本復興支援チャリティーコンサート
「3.11を忘れない」尾崎亜美 in 茨木

公演情報

立命館いばらきフューチャープラザ・グランドホール（茨木市岩倉町2-150）
JR茨木駅から徒歩約10分 ※未就学児は入場不可
金   額  2,000円（全席自由・税込） 
※当日先着受付で14時半より座席指定整理券を発行します。
チケット取扱い 茨木市文化振興財団 072-625-3055
茨木市クリエイトセンター1階及び茨木福祉文化会館
3階チケットカウンター（受付 9時～17時）
または直接販売  セブンイレブンやサークルK・サンクス設置の端末、ぴあ店にて直接販売
P コード  318915
※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25日（土） 開演15時半

　子どもから大人まで、誰もが知っているジブリの名曲を、迫力のオ
ーケストラでたっぷり楽しめるコンサート。語り役に「風の谷のナウ
シカ」でナウシカ役を務めた声優・島本須美さんも登場する。

公演日 ： 5月27日（土）
時　間 ： 13時半開場　14時開演
料　金 ： おとな3,500円/こども（3歳～小学生）2,500円
　　　　　 ※2歳以下入場不可

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

オーケストラによるドリームコンサート ジブリの思い出がいっぱい

City Life 読者限定

対象公演  5月27日（土）　14時開演
金額  おとな3,500円→3,200円　こども（3歳～小学生）2,500円→2,200円
　　　 （ともに全席指定・税込）※2歳以下入場不可

受付期間  2/25（土）10時～5/21（日）23時
電話予約  0570-02-9999
Pコード 599-050 ※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。

［ 語　り ］ 島本須美　　［ 歌 ］Sinon、inori、葉菜美
［ 指　揮 ］ 塚田隆雄
［ 管弦楽 ］ ジャパン・ドリーム・オーケストラ
　　　    （本公演のために特別に編成された、
　　　     選りすぐりの演奏者によるオーケストラ） 声優・島本須美さん

■「となりのトトロ」より“さんぽ”、“となりのトトロ”
■「崖の上のポニョ」より“崖の上のポニョ”
■「千と千尋の神隠し」より“いつも何度でも”ほか。

神戸花月～春の特別公演2017～
追加公演

公演日 ： 4月9日（日）
時　間 ： 17時半開場　18時開演
料　金 ： 4,700円
会　場 ： 神戸文化ホール 大ホール（神戸市中央区楠町4-2-2）

私鉄「高速神戸」駅より徒歩8分、JR「神戸」駅より徒歩10分、
地下鉄「ハーバーランド」駅より徒歩12分

※5歳以上有料。4歳以下は保護者の膝上での鑑賞1名のみ可。
席が必要な場合は有料。

　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、「吉本新喜劇」と漫才や落語を
上演する。なんばグランド花月を拠点として、大阪を中
心に公演されている「よしもと」のお笑いが神戸でも観
られるチャンス！今回決定した追加公演をお見逃しなく！

編集部 Minori

歴代のＭ－１王者や
茂造の新喜劇が
神戸に集結！

【新喜劇】
辻本茂雄、アキ、伊賀健二、西川忠志ほか
【漫才・落語】
中川家、月亭方正、笑い飯、銀シャリ、
スーパーマラドーナ、尼神インター

辻本茂雄 アキ

中川家 笑い飯月亭方正 銀シャリ 尼神インター

City Life 読者限定

対象公演  4月9日（日）
金額  一般4,700円→4,200円（全席指定・税込）
受付期間  2/25（土）10時～3/22（水）18時まで

電話予約  0570-02-9999　Pコード 599-061
※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、出演者が変更になる場合があります。※限定100枚

公演情報

［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

　通称「4オケ」は、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、
2015年の初演は即完売した。3回目となる
今回も、バラエティに富んだ曲目と演奏と
なっている。各楽団の個性を聴き比べるの
もおもしろい。

第55回大阪国際フェスティバル2017提携公演
大阪4大オーケストラの饗演

野村万作野村萬斎


