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よしもとお笑いライブ in 箕面 2017
吉本を代表する人気芸人が箕面に一挙
集結！ 新喜劇で大人気の茂造じいさんをは
じめ、
スーパーマラドーナやアキナなどの実
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。箕面で人気者に会える
チャンス！
「みんなで見に来たらどうや！」

辻本茂雄

アキ

若井みどり

演劇

音楽

アート

イベント スポーツ おでかけ

予約・購入について
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
はチケットシス
●受付停止：毎週火曜・水曜2時半〜5時半、12/30（土）〜1/5（金）

［吉本新喜劇］ 辻本茂雄、
アキ、若井みどり ほか
［漫才］ テンダラー、
スーパーマラドーナ、
アキナ、学天即 ほか

City Life 読者限定

公演期間：12月26日
（火）
①11時半開演（11時開場）
②14時半開演（14時開場）
料金：前売り4,000円 当日4,500円
会場：グリーンホール 箕面市立市民会館

対象公演 12月26日（火）
金

テンダラー

スーパーマラドーナ

額 4､000円→3,600円（全席指定・税込）

受付期間 11/20（月）10時〜12/24（日）18時

テムメンテナンスのため受付を停止します。

電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-079

（箕面市西小路4-6-1）
阪急箕面線 牧落駅徒歩8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。

※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。

株式会社トーホー presents

エンタメt i ck e tも C h e c k！
新着情報はコチラ

アキナ

City Life 読者限定

第九コンサート2017

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

チキン ガーリック ステーキ

2017年に開港150年を迎えた
神戸。日本の太鼓と世界の楽器に
よる、神戸らしい異文化が交錯した
音楽祭を作り上げる。

Osaka Shion Wind Orchestra

City Life 読者限定
（C）1990 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

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
額 一般3,600円→3,300円
（全席指定・税込）

受付期間 11/20（月）10時〜12/29（金）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-067

※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。

City Life 読者限定

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！

対象公演 2018年3月10日
（土）
①開演13時 ②開演15時半

クリスマス オルガンコンサート2017［追加公演］
バッハ国際コンクール覇者 冨田一樹登場!!

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

昨年バッハ国際コンクールオル
ガン部門で、
日本人初となる第1位
を獲得した冨田一樹が登場。パイ
プオルガンの音色と心温まるクリス
マスの調べを楽しもう。
［ 曲目］
バッ
ハ「パストラーレBWV590」、
シュー
ベルト
「アヴェ・マリア」
ほか

※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。

ザ・シンフォニーホール
カウントダウンコンサート
2017-2018

はじける感動！プロジェクション・マッピング
による盛大な光と音楽に包まれる、大熱狂
のカウントダウンコンサート。
［曲目］
プッチーニ 歌劇「トゥーランドット」
より
『誰も寝てはならぬ』、
マスカーニ 歌劇「カヴ
ァレリア・ルスティカーナ」
より
『間奏曲』 ほか

弦楽ニューイヤーコンサート
〜宮廷音楽の調べ〜

関西主要４オーケストラでコンサートマスタ
ー、首席奏者を務めるメンバーを中心に結成さ
れた弦楽11重奏団×弦楽5重奏団×弦楽4重
奏団が一堂に会するニューイヤーコンサート。
［曲目］
チャイコフスキー
「弦楽セレナーデ」、
J.シュトラウスI I 喜歌劇「こうもり」
より序曲、
ワルツ
「春の声」 ほか

ザ・シンフォニーホール
ニューイヤーコンサート
2018

City Life 読者限定

対象公演 12月31日
（日）開演22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 ※18歳未満の方は保護者の同伴が必要。

金
額 S席8,640円→7,560円（全席指定・税込）
受付期間 11/20（月）10時〜12/24（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-070

音楽で世界の旅へ。世界中で愛されるオ
ペラ・アリア、
ウィンナ・ワルツ、心躍るミュー
ジカル・ソング。歌、
バレエ、
オーケストラによ
る豪華絢爛のステージ。
［曲目］J.シュトラウスII 喜歌劇「こうもり」
序曲、
ビゼー 歌劇「カルメン」
より ほか

※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。

City Life 読者限定

対象公演 2018年1月4日
（木）開演16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

ドラゴンクエストコンサートin神戸

ミラノ大聖堂聖歌隊
クリスマス・コンサート

金
額 A席4,320円→3,780円（全席指定・税込）
受付期間 11/20（月）10時〜12/24（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-073
※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。

12月8日
（金）公開 大阪ステーションシティシネマ他全国ロードショー

c DENIAL FILM, LLC AND BRITISH BROADCASTING CORPORATION 2016

監督：
ミック・ジャクソン
出演：
レイチェル・ワイズ、
トム・ウィルキンソン

ユダヤ人の女性歴史学
者が、イギリスのホロコー
スト否定論者の大量虐殺
はなかったとの主張を看
過 できず 、著 書 で 真っ向
から否定。しかし、彼女は
それにより名誉毀損で提
訴される。2 0 0 0 年ロン
ドンで実 際にあった前 代
未聞の法廷劇。息詰まる
対決ドラマ。

新世紀 パリ・オペラ座

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 11/20（月）10時〜12/17（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-071
※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。

City Life 読者限定

対象公演 2018年1月1日
（月祝）開演15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8,640円→7,560円（全席指定・税込）
受付期間 11/20（月）10時〜12/24（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-072
※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。

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 4,000円→2,000円（全席指定・税込）
受付期間 11/20（月）10時〜12/3（日）18時
電話予約 0570-02-9999
P コ ード 599-076
※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://www.109cinemas.net/minoh
箕面市坊島4-1-24 みのおキューズモール内 音声案内 2 0570-001-109

推薦者 : nanako

12月16日
（土）
公開 シネ・リーブル梅田

c

City Life 読者限定

対象公演 12月21日
（木）開演19時

109シネマズ箕面

CityLifeシネマ担当（デコジュン&nanako）が選んだおすすめ作品と、
近隣劇場の上映スケジュールをお届け。

否定と肯定

神戸国際会館 こくさいホール

対象公演 12月5日
（火）開演19時

天上から降りそそぐ中世ヨーロッ
パ1,000年の響き
「グレゴリオ聖
歌」
をパイプオルガン、
チェロ、
そして
聖なる歌声で織り成すクリスマスの
調べを楽しもう。

※未就学児は入場不可

推薦者 : デコジュン

City Life 読者限定

対象公演 2月17日
（土）開演14時

大好評につき、神戸で続編が開催決 （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
定。西日本初開催となるドラクエコンサ ※未就学児は入場不可
金
額 S席4,500円→4,000円
ートⅣ〜Ⅵシリーズ。
（C）1992 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
A席3,500円→3,000円（全席指定・税込）
SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.
［曲目］
ドラクエを代表する
「序曲」
を始 受付期間 9/25（月）10時〜1/31（水）23時59分
め、
ドラクエⅣより
「勇者の仲間たち」ほ 電話予約 0570-02-9999
か、
ドラクエⅤより
「結婚ワルツ」ほか、
ド P コ ード 599-459
（C）
1995 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/
ラクエⅥより
「エーゲ海に船出して」
ほか ※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。
HEART BEAT/SQUARE ENIX All Rights Reserved.

※3歳以上有料。2歳以下膝うえ鑑賞無料。座席が必要な場合は有料。

ドリーミングブラスコンサート

神戸国際会館 こくさいホール

日本のアカペラグループの先駆 （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
者として、1990年に神戸で結成さ
金
額 5,400円→4,400円（全席指定・税込）
れた。今年も地元での恒例クリス 受付期間 11/20（金）10時〜12/17（日）23時59分
マスコンサートの開催が決定！卓越 電話予約 0570-02-9999
した重厚なハーモニーとオリジナリ P コ ード 599-066
ティあふれる
「チキガリ」
ならではの ※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。
クリスマスを是非。

対象公演 2018年1月14日
（日）開演15時

金

City Life 読者限定

対象公演 12月24日
（日）開演16時

クリスマスコンサート2017

県内の合唱団が多数参加し、
オー （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
ケストラとともに 第九 を演奏する。
金
額 S席6,000円→5,500円（全席指定・税込）
［指揮］
飯守泰次郎
［管弦楽］
大阪
受付期間 10/20（金）10時〜12/17（日）23時59分
フィルハーモニー交響楽団
［曲目］ 電話予約 0570-02-9999
ベートーヴェン：序曲「レオノーレ」第
P コ ード 599-011
※お客様手数料0円
3 番 、交 響 曲 第 9 番ニ短 調 作 品
※やむを得ず、曲目等が変更になる場合があります。
125「合唱つき」

太鼓奏者 木村優一プロデュース
神戸国際taiko音楽祭 〜100人の大地の奏で〜

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

学天即

芸術の殿堂パリ・オペラ
座。転換期を迎えつつあ
る14年、ステファン・リス
ナーが新総裁に就任する
が次々と難題が降りかか
る。テロ、芸術と経営の両
立、スト…それでも危機を
乗り越え、成功を収めてい
2017 LFP-Les Films Pelléas - Bande à part Films - France 2 Cinéma- Opéra national de Paris - Orange Studio - RTS
く優 れた劇 場スタッフた
監督：ジャン＝ステファヌ・ブロン
ち。華麗な組織の素顔が
出演：
（オペラ座総裁）
ステファン・リスナー、
見えるドキュメンタリー。
バレエ団芸術監督、
音楽監督ほか

※PG12・・・小学生には助言・指導が必要となっております。 ※R15+・・・・15歳以上の方がご覧になれます。 ※R18+・・・・18歳以上の方がご覧になれます。

＜今後の上映>
（12/1 〜）
●鋼の錬金術師
●探偵はBARにいる3
（12/1 〜）
●やまない雨はない
（12/2 〜）
●オリエント急行殺人事件
（12/8〜）
●DESTINY 鎌倉ものがたり
（12/9〜）
今月の
オススメ

探偵はBARにいる3

c 2017「探偵はBARにいる３」製作委員会

■109シネマズ箕面

鑑賞券を
プレゼント

ペア
5組

■応募方法

●スター・ウォーズ／最後のジェダイ
（12/15〜）
●８年越しの花嫁 奇跡の実話
（12/16〜）
●映画 妖怪ウォッチ シャドウサイド 鬼王の復活（12/16〜）
●カンフー・ヨガ
（12/22〜）
●未成年だけどコドモじゃない
（12/23〜）

８年 越しの 花 嫁

奇跡の実話

c 映画「８年越しの花嫁」製作委員会

●はがきの場合：〒、住所、氏名、年齢、職業、性別、電話番号を記入し、
〒566-0001 大阪府摂津市千里丘1-13-23
CityLifeシネマ『109シネマズ箕面鑑賞招待券プレゼント係』
まで
●WEBからの場合：http://present.citylife-new.com/
●締切：12月25日
（はがきは必着）※個人情報は弊社にて厳重に管理し、鑑賞券
発送以外には使用いたしません。※当選結果は発送をもって代えさせて頂きます。

