27

City Life HANSHIN・KOBE 2017.11

女 子 会・忘 年 会 に お す すめプラン
女子会や忘年会など宴会行事が増えてくるこの時期。幹事の方は要チェックです。

カジュアルな本格イタリアンで
オシャレな宴

味も空間もラグジュアリーに
2017忘年会プラン予約受付中

本格ピザ窯で焼き上げたピッツァを中心

今年の年末は、いつもと一味違うワン

に肉グリル料理やお魚料理を広々とした

ランク上の忘年会はいかが？シェフが腕

開放的な空間で楽しめる。
ピッツァやパス

をふるう、地元食材を中心とした 芦屋創

タを中心に全9品のカジュアルコースは女

作フレンチ をラグジュアリーな空間で堪

子会や忘年会の定番コース。8名様から

能しよう。駅近で集まりやすいのもポイント。 「国登録有形文化財」にも認定された建物をリノベートしたレトロ
早期予約の特典期限が迫っているので、

個室、50名様以上で貸切パーティまで予
約可能。気軽にランチは980円から
！

カジュアルコース

お早めに行動を
！

3 , 9 8 0円

Trattria e cafe Grazia

カジュアルコース・・・・・・・・3,980円
サーロインコース ・・・・・・・4,500円
アンティパストコース・・・・4,500円
※ワインブッフェ付
● 肉盛りコース・
・・・・・・・・・・5,500円
※全て税別
とコースを予約の方、
特 典 「シティライフを見た」
一人につき500円OFF
※12月24、25日は除く12月末まで ※4名以上で
利用に限る ※他クーポンとの併用不可 ※要予約
●

●

〈トラットリア エ カフェ グラッツィア〉
三ノ宮
神戸市中央区御幸通８-1-6
マルイ
神戸国際会館B２F
営／11時半〜23時
（ディナー17時半〜LO21時） 三宮
不定休（神戸国際会館に準ずる） 花時計前

2078-265-0855

至
大
阪

JR神戸線
2号線
そごう

三宮東

神戸国際会館 B2F
ローソン

神戸
市役所

ジョーシン
ジャパン

忘年会ディナーコース 5, 000円〜
忘年会ディナービュッフェ3, 500円〜
ドリンクプラン ・・・・・・ 1, 500円〜
※全て税サ込、
ディナータイムは10名より利用可
ディナービュッフェは35名より利用可

芦屋モノリス

●

神戸国際会館店

2 0 1 7 忘 年 会プラン

全品フレンチのフル
コースを気軽に味わ
えるランチも人気。
日
ごろ使いにもオスス
メ！写真はイメージ。

前菜3種盛り合わせ・シーザーサラダ・本日のパスタ2種・ピッツァ
マルゲリータ＆グラントゥルコ・チキンのハーブグリルチーズ 焼
きトマトソース・バケット・プチケーキ盛り合わせ・2時間飲み放題

ゆったり落ち着
ける空間で大人
の女子会を満喫

モダンな館内。

芦屋市大桝町5-23
営／ランチ：11時半〜15時（L.O14時）
ディナー：18時〜21時半
（最終宴会開始19時半）

20797-38-3355

忘年会プランの詳しいメニュー内容はコチラ

http://restaurant.novarese.jp/asm/topics/

屋

JR芦

ランチコース
・・・・・・・・ 2,500円、3,800円、5,000円
※全て税サ込、
ランチタイムは2名より利用可
●

2

本通北

橋本歯科
セブン
イレブン
芦屋
阪神

で、
グループ全員に
特 典 「シティライフを見た」

乾杯スパークリングワインをサービス
(10月末まで、20名以上で忘年会プラン予約の場合)
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エ ン タ メ & ス ポット 情 報 が いっ ぱ い

Monthly

桂文枝 芸能生活50周年
ファイナルステージ 〜またここから始まる〜
落語家・桂文枝が芸能生活50周年の
集大成ともいえる、記念すべきイベントを
開催する。落語、
トーク、
コンサートの三部

桂文枝 ［ ゲスト ］三遊亭円楽、
さだまさし、
ほか

構成。三枝時代の作品で、初の文化庁芸
術大賞に選ばれた思い出深い演目
「ゴル

音楽

フ夜明け前」
をスペシャルバージョンで披
露するなど、様々な企画が披露される。

（全席指定・税込）

会場：オリックス劇場（大阪市西区新町1-14-15）
四つ橋線「四ツ橋駅」徒歩約5分、
「本町駅」徒歩約7分
長堀鶴見緑地線「心斎橋駅」徒歩約6分、
「西大橋駅」徒歩約5分
御堂筋線「心斎橋駅」徒歩約10分
※未就学児は入場不可

三遊亭円楽

対象公演 12月1日（金）

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。

受付期間 10/20
（金）
10時〜11/25
（土）
23時59分

0570-550-100

Loppiでの購入方法

Y コ ード 505333

◎決済・引取りはファミリーマートのみです。 ◎ファミリーマートでの決済・発券には手数料がかかります。
※やむを得ず、出演者が変更になる場合があります。出演者変更に伴う払戻不可。

第九コンサート2017
県内の合唱団が多数参加し、
オー
ケストラとともに 第九 を演奏する。
［指揮］
飯守泰次郎
［管弦楽］
大阪
フィルハーモニー交響楽団
［曲目］
ベートーヴェン：序曲「レオノーレ」第
3 番 、交 響 曲 第 9 番ニ短 調 作 品
125「合唱つき」

広島交響楽団 第375回プレミアム定期演奏会 大阪公演
＜世界への扉 vol.1＞ライジング・サン

ストラヴィンスキー107年ぶりの新発見
曲を携えて、広響 が大阪で演奏する。
［指揮］
ハンヌ・リントゥ ［ピアノ］
カティ
ア・ブニアティシヴィリ ［曲目］
ストラヴィ
ンスキー：葬送の歌op.5、
チャイコフスキ
ー：ピアノ協奏曲 第1番、バルトーク：管
弦楽のための協奏曲

ニューイヤーに贈る

佐藤しのぶ 魅惑の世界
デビューから30数年、
世界の大舞台で活躍
するプリマドンナ。オペラや日本歌曲など珠
玉のプログラムを華やかに聴かせてくれる。
［出演］
ソプラノ：佐藤しのぶ、
テノール：清
水徹太郎、
ピアノ
：森島英子
［曲目］
ヴェル
ディ
：オペラ
「椿姫」
より乾杯の歌、寺島尚
彦：
さとうきび畑 ほか

City Life 読者限定

対象公演 12月23日
（土祝）開演16時

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6,000円→5,500円（全席指定・税込）
受付期間 10/20（金）10時〜12/17（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-011

新着情報はコチラ

http://ticket.citylife-new.com/

ドリーミングブラスコンサート

アンパンマンと音楽会
西日本初開催！アンパンマンと音楽会へ
ようこそ！
ドリーミングやアンパンマンの歌
や踊りと一緒に本格的なオーケストラも
楽しめる、必見プログラム！

※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。

City Life 読者限定

対象公演 11月15日
（水）開演19時

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 5,000円→4,500円（全席指定・税込）
受付期間 10/20（金）10時〜11/12（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-497
※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。

City Life 読者限定

対象公演 2018年1月13日
（土）開演14時

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 10/20（金）10時〜11/19（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-499
※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。

http://l-tike.com/guide/loppi.html

エンタメt i ck e tも C h e c k！

ファミリーマートでの詳しい発券方法はHPにて。

株式会社トーホー presents

イベント スポーツ おでかけ

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
●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）0時〜1/5（金）18時は

さだまさし

オリジナル手ぬぐいをプレゼント。当日、チケット持参のうえ特別カウンターにお越しください。

電話予約

アート

予約・購入について
桂文枝

City Life 読者限定

（金）18時半開演 17時45分開場
公演期間：12月1日
料金：S席10,000円 A席8,000円 B席6,000円

演劇

City Life 読者限定

対象公演 2018年3月10日
（土）
①開演13時 ②開演15時半

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名膝上鑑賞可。座席が必要な場合は有料。

金
額 2,800円→2,500円（全席指定・税込）
受付期間 10/20（金）10時〜2/28（水）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-012

※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。

東京佼成
ウインドオーケストラ
第2回大阪定期演奏会

関西の吹奏楽ファン待望の第2回大
阪定期演奏会が決定！
［指揮］
飯森範親
［サクソフォン］
田中靖
人 ［曲目］
バンドへの贈りもの、
アルトサ
クソフォン協奏曲、華麗なる舞曲 ほか。

関西大学交響楽団

第69回定期演奏会

City Life 読者限定

対象公演 11月24日
（金）開演19時

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5,000円→4,500円（全席指定・税込）
受付期間 10/20（金）10時〜11/19（日）23時59分
全国のローソン・ミニストップ設置のLoppiにて直接販売
L コ ード 94090
※制限枚数お一人4枚まで ※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。

公演情報

対象公演 12月9日
（土）開演18時半

人気曲を厳選しているので、
ク
尼崎市総合文化センター
ラシックに詳しくなくても楽しめ あましんアルカイックホール
る。団結力のある演奏をぜひ。 （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
［曲目］
ブラームス：交響曲第4
番 ホ短調op.98、
ドリーブ：バ
金
額 500円（全席指定・税込）
レエ音楽「シルヴィア」組曲、 電話予約 06-6368-1111（内線4720）
※予約なしでも当日入場可能。
ブラームス：大 学 祝 典 序 曲
※やむを得ず、曲目等変更になる場合があります。
op.80

