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レゴ®ブロックで遊ぼう!
BRICKLIVE® in JAPAN 2017
作って楽しい! 学んで楽しい! 体験型イベント

RACE 
TRACK

開催日 ： 11月23日（木・祝）～26日（日）
時　間 ： 9時半～16時半（最終入場16時）
　　　　最終日9時半～16時（最終入場15時半）
料　金 ： 前売券  大人（13歳以上）1,200円、
　　　 　　　　 子ども（3～12歳）800円、0～2歳無料
　　　　当日券  大人1,500円、子ども1,000円
　　　　障がい者の方は、各種障がい者手帳を持参。子どもと同一料金になります。
会　場 ： 大阪南港ATC HALL Aホール（大阪市住之江区南港北2-1-10）
　　　   コスモスクエア駅より 徒歩 約9分　中ふ頭駅より 徒歩約 5分

bricklive.jp

公演期間 ： 9月25日（月）～12月20日（水）
料金 ： 4,700円（前売り、当日とも）
会場 ： よしもと西梅田劇場（大阪市北区梅田3-2-4）
　　　  四つ橋線「西梅田駅」から徒歩約2分
※5歳以上または身長110㎝以上の方は座席必要。膝上での観劇は1名のみ可能。

City Life 読者限定

　イギリスで大人気のレゴ®ファンイベント、ブリックライブ®が遂に大阪に
やってくる！ブリックライブ®は、多彩なアトラクションで人気の参加型イベント。
作る、観る、学ぶを通して、子どもの想像力を刺激し、レゴ®ブロックの楽しみ
方を広げてくれるアクティビティだ。レゴ®ブロックのプールやみんなのブロッ
ク作品でつくる大阪の巨大地図、レゴ®エキスパートによる作品のミュージ
アムにワークショップなど、ここでしか体験できないアトラクションが満載！

西梅田によしもと劇場がオープン！

　限定！おでかけ なんばグランド花月 本公演
西梅田スクエアに、よしもと西梅田劇場が9月25日にオープンした。まずは、12月20日までの
期間限定で「　 限定! おでかけ なんばグランド花月」を毎日上演する。若手からベテランまで、
多彩な芸人による笑い満載の公演を送る。12月21日以降も、さまざまな公演を予定しており、

梅田でもお笑いを堪能できるのは嬉しい！

　第24回読売演劇大賞・最優秀男優
賞を受賞した稀代のアクター＆シンガー
ソングライターが、管弦楽の調べにのせ
て贈る聖なるひととき。
［曲目］Joy to the world, Can’t take 
my eyes off you, OH! HOLY NIGHT ほか

中川晃教
Symphonic Concert
「Holy Night」

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 7,500円→6,000円（全席指定・税込） 
受付期間 9/25（月）10時～11/30（木）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-460
※お客様手数料0円
※やむを得ず、曲目等が変更になる場合があります。

対象公演 12月22日（金） 開演18時半

　大好評につき、神戸で続編が開催決
定。西日本初開催となるドラクエコンサ
ートⅣ～Ⅵシリーズ。
［曲目］ドラクエを代表する「序曲」を始
め、ドラクエⅣより「勇者の仲間たち」ほ
か、ドラクエⅤより「結婚ワルツ」ほか、ド
ラクエⅥより「エーゲ海に船出して」ほか

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 9/25（月）10時～1/31（水）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-459
※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 2月17日（土） 開演14時

　若きヴォルトゥオ－ゾの夢の競演。
開館35周年に贈る華麗なコンチェ
ルトの世界！
［ヴァイオリン］松田理奈［チェロ］横
坂源［ピアノ］関本昌平［指揮］飯森
範親［管弦楽］日本センチュリー交響
楽団

3大協奏曲
～次世代を担う未来の巨匠たち～

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→5,800円（全席指定・税込） 
受付期間 9/25（月）10時～10/10（火）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-464
※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14日（土） 開演14時

新年をウィンナ・ワルツや舞踏で祝う、明
るく華やかなコンサート。
［出演］指揮：グイド･マンクージ、ソプラノ：
アドリアーナ･クチェローワ、テノール：
メルツァード･モンタゼーリ［曲目］ポンキ
エッリ：オペラ ジョコンダ から「時の踊
り」、マンクージ：ワルツ「ローマ散策」ほか

ニューイヤー・コンサート2018
ウィーン・フォルクスオーパー交響楽団

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9,000円→8,000円（全席指定・税込） 
受付期間 9/25（月）10時～11/30（木）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-463
※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 1月5日（金） 開演15時

　あの頃の懐かしいメロディが蘇る。
［曲目］赤とんぼ、初恋、宵待草、荒城
の月、からたちの花、ふるさとの、蘇州
夜曲、津軽のふるさと、シクラメンのか
ほり ほか
［バリトン］小松英典［ピアノ］塚田佳男

美しき日本のうた
「ふるさと」

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→1,800円（全席指定・税込） 
受付期間 9/25（月）10時～10/10（火）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-466
※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21日（土） 開演19時

　日本を代表するヴァイオリニスト界のパイ
オニア・前橋汀子と開館35周年となるザ・シ
ンフォニーホールの、ダブル記念祝賀コンサ
ート。［曲目］ベートーヴェン：ヴァイオリン協奏
曲　ニ長調op.61、チャイコフスキー：ヴァイ
オリン協奏曲　ニ長調op.35［指揮］飯森
範親［管弦楽］日本センチュリー交響楽団

前橋汀子「ザ・コンチェルト」
演奏活動55周年記念コンサート

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 S席6,000円→5,500円（全席指定・税込） 
受付期間 9/25（月）10時～10/10（火）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-465
※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15日（日） 開演14時

（C）1990 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 

（C）1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.  

（C）1995 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved. 

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

●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
●受付停止：毎週火曜・水曜2時半～5時半、12/30（土）～1/5（金）はチケットシス
テムメンテナンスのため受付を停止します。

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！

対象公演  11/23（木・祝）～26（日）
金　　額 大人1,200円→1,100円・子ども800円→700円
受付期間 9/25（月）10時～11/9（木）23時59分

電話予約 0570-02-9999
P コード 991-310
※別途、発券手数料がかかります。

City Life 読者限定

平日限定平日限定

対象公演  9月25日（月）～12月20日（水） 平日限定
金　　額 4,700円→4,200円（全席指定・税込）
受付期間 9/25（月）10時～12/16（土）18時

電話予約 0570-02-9999
P コード 599-477
※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。
※12月の公演は10月1日より受付

レゴ®ブロックで車
作って競争しよう！

LEGO ® 
MINECRAFT
ツリーハウスや要
塞など、みんなの
想像力で新世界を
作ろう！

BUILD 
MAP
レゴ®ブロックでタ
ワーや家などを作
って、巨大地図を
完成させよう！

GRAFFITI 
WALL
壁面にレゴ®ブロッ
クで自由に描こう！

©s.yamamoto©ShumpeiOhsugi ©K.Miura

公演期間 ： 10月30日（月） 19時開演 18時開場
料金 ： Ａ席5,000円　Ｂ席3,000円　Ｃ席1,500円　
　　　バルコニーBOX席（2席セット）14,000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

100周年記念　髙松建設presents

日本センチュリー交響楽団クラシック名曲コンサート

［ 指揮 ］クリスティアン・アルミンク
［ ピアノ ］上原彩子
［ 管弦楽 ］日本センチュリー交響楽団 

チャイコフスキー/歌劇「エフゲニー・オネーギン」より“ポロネー
ズ”、ラフマニノフ/ピアノ協奏曲第2番 ハ短調 作品18、ドヴォル
ザーク/交響曲第9番ホ短調 作品95 「新世界より」

この春、広島交響楽団首席客演指揮者に就任し日本での活躍が注目されるクリスティアン・アル
ミンクと国内外で高い評価を得るピアニスト・上原彩子が日本センチュリー交響楽団と共にクラシ
ックの名曲中の名曲に取り組む。のだめカンタービレや浅田真央がフィギュアスケートで使用して
有名になったラフマニノフのピアノ協奏曲第２番、そしてクラシックファンでなくても誰もが耳にした
ことがあるドヴォルザークの「新世界より」など。名曲をフェスティバルホールで心ゆくまで楽しもう。

City Life 読者限定

対象公演  10月30日（月）
金　　額 A席5,000円→4,500円（全席指定・税込）
受付期間 9/25（月）10時～10/25（水）23時59分

電話予約 0570-02-9999
P コード 599-481
※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。

出演者は毎公演異なります。詳しい時間やプログラム、出演者等については よしもと西梅田劇場　で検索

桂文枝 オール阪神・巨人 辻本茂雄 すっちー 酒井藍 池乃めだか月亭八方


