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ショパニアーナ、瀕死の白鳥　
ほか小作品、パキータ

※最優秀男性ダンサー賞（2016年英国ナショナルダンス
　アワード）を受賞したチェイス・ジョンジーが来日予定！

PROGRA
M

　初代 高橋竹山は、三味線の名人で、地方
芸だった津軽三味線を全国に広めた第一人
者。その内弟子だった竹与が二代目を襲名し
て20年を記念するコンサート。
［出演］高橋竹山　［曲目］三味線じょんから、
三味線よされ、津軽あいや節、即興曲 ほか

津軽三味線 二代目 高橋竹山
襲名20周年記念コンサート PartII
～果てしなき竹山への道～

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  6/25（日）10時～7/31（月）23時59分
電話予約  0570-02-9999
Pコード  599-254
※お客様手数料0円
※やむを得ず、曲目、曲順が変更になる場合があります。

対象公演 9月1日（金） 開演13時

　ドラムストラックは、アフリカの伝統的
な打楽器によるパフォーミング・アート。
全客席にアフリカンドラムが置かれ、出
演者たちと一緒に演奏できる全員参加
型の体験エンターテインメントだ。ユニー
クな体験を楽しもう！

ドラムストラック
“drum struck”

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歳以下は膝上での鑑賞無料。座席が必要な場合は有料。

金   額  S席7,800円→7,000円（全席指定・税込） 
受付期間  6/25（日）10時～7/31（月）23時59分
電話予約  0570-02-9999
Pコード  599-344
※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13日（日） 開演17時

　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。国際的に活躍する若手
ラトビア人指揮者、アンドリネス・ネルソ
ンスが音楽監督に就任し、2016、17
年と2年連続でグラミー賞を受賞。

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

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
※未就学児は入場不可
金   額  S席27,000円→25,000円（全席指定・税込） 
受付期間  6/25（日）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、曲順が変更になる場合があります。

対象公演 11月4日（土） 開演16時

　名だたる古典バレエを生まれ変わらせてきた
熊川哲也が、今回初めて、原作も音楽も存在
しない全幕作品に着手。壮大な史実を紐解
き、独自の視点でグランド・バレエの舞台に!!
［芸術監督、演出、振付］熊川哲也［出演］クレオパ
トラ：中村祥子、プトレマイオス13世：山本雅也ほか

熊川哲也
K-BALLET COMPANY
「クレオパトラ」　世界初演

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」下車
※5歳以上入場可。チケットが必要。
金   額  S席16,000円→15,000円（全席指定・税込） 
受付期間  6/25（日）10時～9/30（土）23時59分
電話予約  0570-02-9999
Pコード  599-279
※お客様手数料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 10月14日（土） 開演15時

　金管五重奏のズーラシアンブラ
スと弦楽四重奏の弦うさぎ…動物
たちが織りなす不思議なクラシック
コンサート「音楽の絵本」の世界へ
ようこそ！

親子のためのクラシックコンサート
音楽の絵本

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
金   額  一般2,800円→2,500円
子ども（3歳以上中学生以下）1,000円（全席指定・税込） 
※大人1名につき3歳未満のお子様1名まで膝上鑑賞無料。
座席が必要な場合は子どもチケットの購入が必要。
受付期間  7/2（日）10時～11/3（金）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」　

対象公演 11月4日（土） 開演13時半

　女の子に絶大な人気を誇るプリ
キュアの本格ステージショー。家族
みんなで歌って踊れるストーリーで、
テレビでは見られない楽しさがいっ
ぱい！

キラキラ☆
プリキュアアラモード
ドリームステージ

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
金   額  S席（1,2階席）3,500円→3,200円
A席（3階）2,000円→1,800円 
親子シート（3歳以上小学生以下）3,240円→3,000円
（全て全席指定・税込） ※2歳以下・膝上鑑賞無料。3歳以上は入場券が必要。
※親子シートは小学生以下のお子様と保護者が対象、1席につき1枚のチケットが必要。
受付期間  6/25（日）10時～8/5（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」　

対象公演 8月6日（日） 開演10時/13時/16時

●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

●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！

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団
2017年日本公演

公演日 ： 9月24日（日）　開場15時15分　開演16時
料　金 ： S席8,500円、A席6,500円（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。
※開演に遅れた場合、すぐにお席にご案内できないことがあります。

　NY発、男性だけのコメディ・バレエ団
が2年ぶりにジャパンツアーを開催。ク
ラシック・バレエをパロディ化し、老若男
女問わず面白く楽しめる作品へと進
化。単なる女装バレエではないその高
いテクニックと芸術性は、世界的評価
を得ている。創立43周年、来日30回
記念を迎え、世界中で羽ばたき続ける
彼らの華麗なステージをお見逃しなく！

編集部 Minori

今まで
観たことのない
世界観！

City Life 読者限定

対象公演  9月24日（日）
金額  S席8,500円→8,000円（全席指定・税込）
受付期間  6/25（日）10時～8/31（木）23時59分

電話予約  0570-02-9999　
Pコード 599-277
※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。

美しすぎてごめんなさい！
“男性だけのコメディ・バレエ団”

©Marco Borggreve©Toru Hiraiwa

　吉本を代表する人気芸人が豊中
に一挙集結！新喜劇で大人気の茂
造じいさんをはじめ、メッセンジャーや
ダイアンなどの実力派から若手まで
漫才芸人も多数登場し、豪華な舞
台となる。豊中で人気者に会えるチ
ャンス。「みんなで見に来たらどうや！」

公演日 ： 8月16日（水）　開場12時半　開演13時
料　金 ： 4,000円
会　場 ： 豊中市立文化芸術センター 大ホール
 　　　　 （豊中市曽根東町3-7-2）
　　　　  阪急宝塚線「曽根」駅より徒歩約5分
※5歳以上有料、4歳以下は膝上のみ無料。席が必要な場合は有料。

夏休み！よしもとお笑いライブin豊中

City Life 読者限定

対象公演  8月16日（水）金額  4,000円→3,600円 （全席指定・税込）
受付期間  6月25日（日）10時～8月14日（月）23時59分

電話予約  0570-02-9999　Pコード 599-352
※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。

【吉本新喜劇】辻本茂雄、アキほか
【漫才】メッセンジャー、ダイアン、モンスターエンジン、学天即、吉田たち

辻本茂雄 アキ メッセンジャー ダイアン

学天即モンスターエンジン 吉田たち

　人気の若手芸人から実力派のベテランまで豪華な出演
者たちが登場し、「吉本新喜劇」と漫才を上演する。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！

公演日 ： 8月5日（土）
①開場10時 開演10時半／②開場13時 開演13時半
料　金 ： S席4,500円、A席4,000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
※5歳以上有料、4歳以下は膝上のみ無料。席が必要な場合は有料。

神戸花月

City Life 読者限定

対象公演  8月5日（土）
金額  S席4,500円→4,300円  
　　　  A席4,000円→3,800円（ともに全席指定・税込）
受付期間  6月25日（日）10時～7月31日（月）23時59分

電話予約  0570-02-9999　Pコード 599-271 
※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。

【吉本新喜劇】すち子、烏川耕一ほか

【漫才】テンダラー、NON STYLE、ダイアン、銀シャリ、和牛、アキナほか

すち子 烏川耕一  テンダラー NON STYLE

ダイアン 銀シャリ 和牛 アキナ


