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【指揮】
アンドリス・ネルソンス

【ヴァイオリン】
ギル・
シャハム

©Marco Borggreve ©Luke Ratray

八代亜紀

【ボストン交響楽団】

チャイコフスキー : ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 作品35
ショスタコーヴィチ : 交響曲第11番 ト短調 作品103「1905年」

最新情報はホームページでご確認ください。

　いつものなんばグランド花月での観劇にプラスして、カフェ英國屋なんば店限定で、ティ
ータイムが楽しめるスペシャルプラン！シフォンケーキとサンドウィッチ、ドリンクのセットが
ついてくるお得な内容となっている。希望する平日公演の4日前までの予約が必要。

公演日 ： 6月1日（木）～7月14日（金）の平日　
①開場10時半　開演11時／②開場14時　開演14時半
料　金 ： カフェ英國屋なんば店＋観劇　お一人様4,700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）
　　　　カフェ英國屋なんば店 （大阪市中央区難波3-7-10）

カフェ英國屋なんば店でティータイム+
なんばグランド花月本公演の観劇 お得プラン

City Life 読者限定

対象公演  6月1日（木）～7月14日（金） 平日のみ
観劇（1階指定席・税込）+シフォンケーキとサンドイッチ、ドリンク付5,900円相当→特別価格4,700円
※観劇とカフェは同日利用に限る
受付期間  5月25日（木）～7月10日（月）

電話予約  0570-02-9999　Pコード 599-204 ※お客様手数料0円
http://www.yoshimoto.co.jp/ngk/
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グループ結成62年目を迎えるデュ
ークエイセス。デュークエイセスが奏
でるハーモニーが存分に楽しめる。
［出演］デュークエイセス、
スペシャルゲストシンガー真奈尚子
［曲目］ドライボーン、幼なじみ、女ひ
とり～銀杏並木～別れた人と、生き
るものの歌　ほか

デュークエイセス 62年目のコンサート 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  6,000円→5,500円（全席指定・税込） 
受付期間  5/25（木）10時～6/30（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
Pコード  599‐188
※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 7月22日（土） 開演14時

　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。
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、一風変わった
舞台でバカバカしくも華やかに彩る。
[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

WAHAHA本舗全体公演
「ラスト３～最終伝説～」

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8,800円→8,300円（全席指定・税込） 
受付期間  5/25（木）10時～7/31（月）23時59分
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。

対象公演 8月17日（木） 開演18時半

　今年3月、キングレコードより「MISORA」
でCDデビュー。期待の若手ピアニスト。
［曲目］リスト：バラード 第2番 ロ短調、ラ・カ
ンパネッラ、ピアノ協奏曲 第1番 変ホ長
調（共演：岡原慎也 2台ピアノによる）

シンフォニー・ブランチコンサートVol.10
尾崎未空 ピアノ・リサイタル
オール・リスト・プログラム

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  5/25（木）10時～6/30（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
Pコード  599-143
※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 7月14日（金） 開演11時

●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

なんばグランド花月　で検索

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

エンタメticketもCheck！

第55回 大阪国際フェスティバル2017
アンドリス・ネルソンス指揮「ボストン交響楽団」

公演日 ： 11月4日（土）　開場15時　開演16時
料　金 ： S席27,000円（全席指定・税込）
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」下車
※未就学児は入場不可

　1881年に創立し、今年で136年目のシーズンを迎える米国屈指の名門、
ボストン交響楽団が、現職音楽監督との日本公演を18年ぶりに行う。2014
年シーズンから国際的に活躍する若手ラトビア人指揮者、アンドリス・ネルソン
スが音楽監督に就任。2016年、2017年と2年連続してグラミー賞（最優秀
オーケストラ演奏賞）を受賞した。現代で最も傑出したヴァイオリニストの1人
と言われるギル・シャハムを迎え、非の打ちどころのない演奏を堪能できる。

City Life 読者限定

対象公演  11月4日（土）
金額  S席27,000円→25,000円（全席指定・税込）
受付期間  5/25（木）10時～9/30（土）23時59分

電話予約  0570-02-9999　Pコード 599-197
※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。

グラミー賞（最優秀オーケストラ演奏賞）2年連続受賞！

平日本公演観劇の方限定

出演　八代亜紀・川中美幸・中村美律子　ほか
司会　水谷ひろし

「あかんたれ」歌：八代亜紀、「宵待しぐれ」歌：川中美幸、
「大阪情話～うちと一緒になれへんか～」歌：中村美律子　ほか

　数々の名曲を生み出し、長年にわたって関西を拠点に第一線で活躍し続ける
作詞家・もず唱平の、活動50周年を記念したコンサート。もず唱平とゆかりの深い
演歌界を代表する3人の歌手が登場し、豪華な舞台となる。

公演日 ： 9月9日（土）
①開演14時／②開演18時　※開場は開演の各30分前
料　金 ： S席7,500円　A席6,000円（ともに全席指定・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

八代亜紀・川中美幸・中村美律子
もず唱平　
作詞家50周年記念スペシャルコンサート

City Life 読者限定

対象公演  9月9日（土）
金額  S席7,500円→①6,800円　②6,300円（ともに全席指定・税込）
受付期間  5月25日（木）～8/31（木）23時59分

電話予約  0570-02-9999　Pコード 599-210 
※お客様手数料0円　※やむを得ず、曲目、出演者等が変更になる場合があります。

川中美幸 中村美律子

　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  5/25（木）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

©やなせたかし／フレーベル館・ＴＭＳ・ＮＴＶ

　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  5/25（木）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

©KYOKO

　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  5/25（木）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

カフェ英國屋なんば店

1,200円分が
お得！


