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　ウィリアム・シェークスピア原作の恋愛悲劇「ロミオとジュリエット」を大胆な発想の転換
で吉本新喜劇にしてしまうという今回の企画。ロミオ役には川端泰史、ジュリエット役には
元NMB48　三秋里歩（6月11日～13日）、山田菜 （々14日～16日）が登場。すっちー
は、シェークスピアに扮する。そのほか、豪華新喜劇メンバーで特別公演を盛り上げる。

公演日 ： 6月11日（日）～16日（金）　
　　　　  ①6/11 開演19時15分②6/12～16開演19時
料　金 ： 一般3,000円　小学生以下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

なんばグランド花月 特別夜公演
ロミオとジュリエットと吉本新喜劇

City Life 読者限定

対象公演  6月11日（日）～16日（金）
金額  一般3,000円→2,700円、小学生以下2,000円→1,700円（共に全席指定・税込）
受付期間  4/25（火）10時～5/31（水）23時59分

電話予約  0570-02-9999　Pコード 599-165 
※お客様手数料0円　※やむを得ず、出演者等変更になる場合があります。

川端泰史、すっちー、吉田裕、松浦真也、酒井藍、ほか新喜劇メンバー
三秋里歩（6月11日～13日）、山田菜 （々14日～16日）

　すぎやまこういち作曲のドラゴンクエ
ストのシンフォニックな世界観が、吹奏
楽作編曲第一人者の真島俊夫によ
り、最高峰の吹奏楽に仕上げられた
今回のコンサート。パーティの一員に
なったかのような錯覚に陥ること間違
いなし！あの感動が蘇る生演奏をぜひ
お聴き逃しなく。

Osaka Shion Wind Orchestra
ドラゴンクエストコンサート in 神戸

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4,500円→4,000円
　　　　  A席3,500円→3,000円（全席指定・税込） 
受付期間  4/25（火）10時～6/30（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999　
P コード  599-159
※やむを得ず、曲目が変更になる場合があります。
※お客様手数料0円

対象公演 8月26日（土） 開演14時

　今回の設定は、“しらたまさんのコ
ンサート”。ゲストは、しょくぱんまんと
ドレミひめ。ばいきんまんは、アンパ
ンマンをやっつけようと悪だくみを思
いつく。アンパンマンたちは無事に
コンサートを開くことができるのか!?

それいけ！アンパンマン
ミュージカル「勇気の花に歌おう♪」

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
※3歳以上有料。2歳以下は保護者1名につき、1名ひざ上鑑賞可。
ただし、席が必要な場合は有料。
金   額  2,700円→2,500円（全席指定・税込） 
受付期間  4/25（火）10時～7/16（日）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-158
※お客様手数料0円

対象公演 8月6日（日） 開演14時

　開館35周年のザ・シンフォニーホール
より、弦楽五重奏団が新たに誕生！
［曲目］モーツァルト：アイネ・クライネ・ナハト
ムジークK.525　ドヴォルザーク：弦楽五
重奏曲 第2番 ト長調　ほか

The Symphony Hall
String Quintet Vol.1

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  4/25（火）10時～6/10（土）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-155
※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。
※お客様手数料0円

対象公演 6月21日（水） 開演19時

　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」。
［出演］松村公彦、松村初恵、渡部勝喜、政
本憲一、松村綾子、鳥居侑平、前田篤人

The Symphony Hall
×和太鼓 松村組
夏祭り2017 夜空に舞う一輪の花

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  4/25（火）10時～6/30（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-156
※やむを得ず、出演者が変更になる場合があります。
※お客様手数料0円

対象公演 7月22日（土） 開演19時半

　マニュエル･ルグリは、パリ・オペラ座
のエトワールを23年務め、世界中で多く
のバレエファンを魅了し続ける「永遠の
エトワール」。本公演では、スターダンサ
ーたちが国境を超えて集結する。
［出演］マニュエル・ルグリ、イザベル・ゲ
ラン、マリアネラ・ヌニェス、ワディム・ムン
タギロフ 、オルガ・スミルノワ、セミョーン・
チュージンほか

ルグリ・ガラ～運命のバレエダンサー～ 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」下車
※5歳以上入場可、チケットが必要。
金   額  S席14,000円→13,000円（全席指定・税込） 
受付期間  4/25（火）10時～7/31（月）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-157
※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。　
※お客様手数料0円

対象公演 8月19日（土） 開演14時

　人気曲を厳選しているの
で、クラシックに詳しくなくても
楽しめる内容になっている。団
結力のある演奏をぜひ。［曲
目］ドヴォルザーク：交響曲第9
番 ホ短調 Op.95「新世界よ
り」、G・ロッシーニ歌劇「セビリ
アの理髪師」序曲ほか

関西大学交響楽団 
第40回サマーコンサート

公演情報

尼崎市総合文化センター
あましんアルカイックホール
（尼崎市昭和通2-7-16）　
阪神尼崎駅より北東に立体遊歩道で徒歩5分
※未就学児は入場不可

金   額  500円（税込） 
電話予約  06-6368-1111（内線4720）
※予約なしでも当日入場可能。
※やむを得ず、曲目等変更になる場合があります。

対象公演 6月14日（水） 開演18時半

●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

電話予約

予約・購入について

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

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

エンタメticketもCheck！

WAHAHA本舗全体公演
「ラスト３～最終伝説～」

公演日 ： 8月17日（木）
時　間 ： 17時半開場　18時半開演
料　金 ： S席8,800円　A席7,800円（共に、全席指定・税込）
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

※未就学児は入場不可

　パワフルかつエネルギッシュ、そして「観る側も魅せる側も全員が楽しむ」
をモットーに、ステージと客席が一体となれる舞台。2013年の全体公演
「ラスト」で終わるはずだったが、観客から惜しまれる声が多く、3部作として
開催することとなった。ワハハ本舗の全体公演といえば、裸タイツでパフォ
ーマンスしたり奇抜なアイデアのギャグを連発したり、とにかく一風変わった
舞台でバカバカしくも華やかに彩る。

編集部 Minori

遂に最後のさいご！
笑あり、涙あり。
ワハハ本舗のお家芸を
お見逃しなく！

【構成・演出】
喰始
【出演】
久本雅美、柴田理恵、
佐藤正宏、梅垣義明ほか

川端泰史

吉田裕 松浦真也

City Life 読者限定

対象公演  8月17日（木）
金額  S席8,800円→8,300円（全席指定・税込）
受付期間  4/25（火）10時～7/31（月）23時59分まで

電話予約  0570-02-9999　Pコード 599-160
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者等が変更になる場合があります。

ワハハ本舗全体公演「ラスト」3部作　完結編！
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最新情報はホームページでご確認ください。　
http://www.yoshimoto.co.jp/ngk/

すっちー

酒井藍

三秋里歩 山田菜々

NGK　で検索

　M-1グランプリのファイナリストや上方漫才コンテスト優勝者などの
実力派若手芸人からベテランまで、豪華な出演者たちが箕面に勢ぞろ
い。漫才と吉本新喜劇を上演する。人気者が一堂に会するこのチャン
スをお見逃しなく！

公演日 ： 6月11日（日）  ①開演12時②15時
料　金 ： 前売り4,000円　当日4,500円
会　場 ： グリーンホール　箕面市立市民会館

 （箕面市西小路4-6-1）
5歳以上有料、4歳以下はひざ下無料、席が必要な場合は有料。

よしもとお笑いライブ 
in 箕面 2017

City Life 読者限定

対象公演  6月11日（日）
金額  一般4,000円→3,600円（全席指定・税込）
受付期間  4/25（火）10時～5/31（水）23時59分

電話予約 0570-02-9999　Pコード 599-173
※お客様手数料0円　※やむを得ず、出演者等変更になる場合があります。

海原やすよ ともこ、ダイアン、スーパーマラドーナ、
もりやすバンバンビガロ、ミキ、
吉本新喜劇（すっちー、桑原和男、酒井藍ほか）

すっちー
スーパーマラドーナ ミキ

海原やすよ ともこ ダイアン

もりやす
バンバンビガロ


