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吉本新喜劇（辻本茂雄、アキ、島田珠代、伊賀健二ほか）
ジャルジャル（12時公演のみ）、ロバート（15時半公演のみ）、ティーアップ、プラス・マイナス、学天即、もりやすバンバンビガロ、ほか

CAST

トット、祇園、吉田たち、見取り図、爆ノ介、ミキほか、
若手芸人だけではなく、テレビでおなじみの芸人もゲスト出演します。

トット

ティーアップジャルジャル ロバート プラス・マイナス 学天即 もりやすバンバンビガロ

アキ 島田 珠代 伊賀 健二

辻本 茂雄

ミキ 祇園

CAST

　昭和歌謡・童謡・フォークソングな
ど、たくさんの名曲から懐かしい歌をお
客様と一緒に大合唱するコンサート。
［曲目］里の秋、ちいさい秋見つけた、
赤とんぼ、見上げてごらん夜の星を、
ほか。［出演］小泉陽子、下園弘明＆
フレンズ

歌声ホールvol.6
～スポーツの秋、芸術の秋、大合唱の秋！ 秋を満喫しましょう～

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（全席自由・税込） 
受付期間  7/25（火）10時～9/1（金）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-386
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 9月28日（木） 開演11時半
　衝撃の追加公演が決定！プロジェクショ
ンマッピングとパイプオルガンの饗宴で、ス
ター・ウォーズをはじめ超大作映画音楽を
お届けする。
［曲目］「パイレーツ・オブ・カリビアン」よりメドレ
ー、「ハリー・ポッター」よりメドレー、「E.T.」よりフ
ライング・テーマ、ほか。［オルガン］石丸由佳

超絶のスター・ウォーズII 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
※4歳から入場可能
金   額  2,500円→2,300円（全席指定・税込） 
受付期間  7/25（火）10時～8/16（水）18時
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-380
※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 8月19日（土） 開演17時

　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。
華麗なステージをお見逃しなく！

トロカデロ・デ・モンテカルロバレエ団 2017年日本公演 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8,500円→8,000円（全席指定・税込） 
受付期間  7/25（火）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、出演者等が変更になる場合があります。

対象公演 9月24日（日） 開演16時
　イージーリスニング界の第一
人者だったポール・モーリア。そ
のスピリットを引き継ぐ指揮者と
グランド・オーケストラの精鋭ミュ
ージシャンたちの演奏により、ポ
ール・モーリアのサウンドが蘇る。
［曲目］恋はみずいろ、涙のトッカー
タ、ほか。

ポール・モーリア・リメンバー・コンサート 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  SS席8,000円→7,000円
  　　　　S席7,500円→6,500円（ともに全席指定・税込） 
受付期間  7/25（火）10時～9/30（土）23時59分
電話予約  0570-02-9999
P コード  599-384
※お客様手数料0円※やむを得ず、出演者、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 10月4日（水） 開演14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

●お問い合わせ電話番号　0570-02-9111

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！

今年も茂造じいさんが高槻にやってくる！

よしもとお笑いライブ in 高槻2017

公演日 ： 9月2日（土）　開演①12時　②15時半
※開場はともに開演の1時間前
料　金 ： 4,000円（全席指定・税込）
会　場 ： 高槻現代劇場大ホール（高槻市野見町2-33）

阪急京都線「高槻市駅」より徒歩約5分
JR京都線「高槻駅」より徒歩約12分

※5歳以上有料。4歳以下膝上無料。座席が必要な場合は有料。

　吉本を代表する人気芸人が高
槻に一挙集結！新喜劇で大人気
の茂造じいさんをはじめ、若手から
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。北摂・高槻
で人気者に会えるチャンス！ 

サマクロ2017 ～Summer Crossing～
　昨年夏、よしもと漫才劇場所属の芸人が
総出演し、人気イベントとなったお笑いバージ
ョンの夏フェス「サマクロ」。今年は会場も増
えて規模を拡大し、フリーパスのリストバンド
で、各会場を渡り歩き、様々な組み合わせの
プログラムを好きなだけ楽しめる。
　“笑いに出会う”をキーワードに、「新しい笑
い」や「芸人の意外な魅力」と出会う可能性
大！パワーアップした都市型お笑いフェス「サ
マクロ」でミナミの街が熱くなる!!

City Life 読者限定

対象公演  9月2日（土）
金額  4,000円→3,600円（全席指定・税込）
受付期間  7/25（火）10時～8/31（木）18時
電話予約  0570-02-9999
Pコード 599-375
※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。

https://blogs.yahoo.co.jp/samakurofes

「サマクロ2017」公式ブログ

チケットよしもと　で検索

吉田たち 見取り図 爆ノ介

矢野勝也

ヤナギブソン

公演日 ： 8月26日（土）　開演12時　開場11時45分
料　金 ： 前売 3,900円（全席指定・税込）
　　　　  Ｔシャツ付チケット（Ｓ・Ｍ・Ｌサイズ） 5,900円
会　場 ： 以下の6会場を行き来するイベントです。
　　　　  ・よしもと漫才劇場　・YES THEATER　・なんば紅鶴
　　　　  ・なんば白鯨　・道頓堀ZAZA POCKET’S　・G3 

チケット予約・購入について

以下のいずれかの方法で購入。いずれもＹコード：505050が必要。
チケットよしもと　
Webから購入
ファミリーマート店舗／Famiポートで購入※トップメニュー「チケットよしもと」ボタンをタッチ
TELで購入 0570-550-100（24時間受付）※チケットに関するお問合せは10時～19時

「フラ」「タヒチアン」「ウクレレ」など延べ約1,500人
のステージを楽しみながら、ハワイアンフードや
ハワイアンショップなど約30ブースも楽しめます！
9日は現地からのスペシャルゲストも登場！
ぜひお越しください。

［ 主催 ］ ALOHA大阪万博実行委員会　［ 協力 ］ Makale'a（マカレア）　［ 後援 ］ ハワイ州観光局　［ お問合せ ］ 072-692-3348

入場無料
別途公園入園料
が必要

公式LINE
アカウント
友だち登録してね

公式LINE
アカウント
友だち登録してね

万国博当時の出展施設であった「鉄
鋼館」を活用し、2010年3月に記念館
としてオープン。これまでの博覧会と
は違った規模、内容、盛況ぶりなど、そ
の凄さをあらゆる世代に知ってもらう
と共に、次世代へ語り継ぐ施設です。

EXPO'70パビリオンとは

時間／10時～17時（入館は16時30分まで）  水曜休館
料金／常設展示（大人200円、中学生以下無料） ※団体割引あり ※別途自然文化園入園料が必要
206-6877-4737

万博記念公園 自然文化園内

公式Facebookに「いいね！」しよう

　EXPO’70パビリオンでは、１階ホワイエ
を利用した大型の企画展と、年に2回大阪
万博にちなんだ常設東側ホワイエを利用
した展示を開催しています。
　現在、12月に開催予定の「第7回私の大
阪万博思い出の品展」の準備中です。展覧
会の開催には、展示期間よりはるかに長い
期間の準備が必要です。夏の暑い最中です
が、冬の開催をイメージしながら、出品作
品を決定していきます。今回お会いした所
蔵家の方からは、万国博マークの入った
グッズや記念品のみならず、万国博を通じ

て出会った人たちからのプレゼントなども
お借りします。これも万国博のレガシー。当
時の流行なのか、ソノシートをお持ちで
す。録音された音楽を彷彿とさせる秀逸な
ジャケット・デザインがみどころです。

※「ソノシート」
とは、レコード盤
の一種。


