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［作曲］すぎやまこういち　［吹奏楽編曲］真島俊夫
［指揮］西村友
［吹奏楽］オオサカ・シオン・ウインド・オーケストラ
1923年に誕生以来「Shion（しおん）」の愛称で親しまれてい
る交響吹奏楽団。2014年より宮川彬良氏が音楽監督、秋山
和慶が芸術顧問、2017年より西村友が正指揮者に就任。

ドラクエⅣより
「序曲」、「勇者の仲間たち」ほか
ドラクエⅤより
「王宮のトランペット」、「哀愁物語」ほか
ドラクエⅥより
「木洩れ日の中で」、「エーゲ海に船出して」ほか

　大好評につき、神戸で追加公演の
開催が決定された。西日本初開催とな
るドラクエコンサートⅣ～Ⅵシリーズの
吹奏楽組曲を10数曲お届けする。

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、チケットは1人1枚必要。
金   額 4,700円→3,900円（全席指定・税込） 
受付期間 12/20（水）10時～12/29（金）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-104
※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 2018年1月2日（火）開演①12時②16時、
　　　　 3日（水）・4日（木）・7日（日）開演①11時②15時

　漫才と新喜劇の豪華2本立て。
吉本を代表する人気芸人が神戸
に一挙集結。年の初めは吉本か
ら！［新喜劇］池乃めだか、間寛平、
内場勝則ほか［バラエティ］宮川
大助・花子、桂文枝、オール阪神・
巨人ほか（日程により異なる）

新春吉本お笑いバラエティーショー2018
吉本新喜劇＆漫才の豪華2本立て

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7,200円→①6,500円②6,000円
　　　　　（ともに全席指定・税込） 
受付期間 12/20（水）10時～2018/1/21（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-103
※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 2018年1月27日（土） 
　　　　　開演①14時②17時半

　常にチャレンジを続ける日本歌謡界の
トップランナー・五木ひろしによるコンサー
トを2年ぶりに神戸で開催。大ヒット曲「よ
こはま・たそがれ」「契り」から、最新曲「わ
すれ宿」など名曲の数 を々披露する。

五木ひろし 
コンサート2018

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 8,000円→7,200円（全席指定・税込） 
受付期間 12/20（水）10時～2018/2/12（月祝）23時59分
電話予約 0570-02-9999
Pコード 599-101
※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 2018年2月24日（土） 開演17時半

　80歳を迎えてもなお輝き続ける“永遠の若大
将”の歌声と陽気な甘いトークをぜひ楽しんで。

加山雄三 祝！80歳　
幸せだなぁ。
若大将一夜限りの
“神戸スペシャルライブ”
～BIGなスペシャルゲストが駆けつける!?～

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→2,000円（全席指定・税込） 
受付期間 12/20（水）10時～2018/1/21（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-095
※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 2018年1月28日（日） 開演14時
　日本が誇る作曲家・久石譲氏を父に
持ち、透き通る美しい声で時代を超えた
名曲、ナウシカの歌声が大阪に初登場！
［出演］麻衣、ピアノ：菊池亮太、コ
ーラス：リトルキャロル
［曲目］ナウシカレクイエム～王蟲との交
流（映画「風の谷のナウシカ」）、君をの
せて（映画「天空の城ラピュタ」）ほか。

麻衣 コンサート2018

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5,400円→5,000円（全席指定・税込） 
受付期間 12/20（水）10時～2018/2/4（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-096
※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 2018年2月12日（月祝） 開演15時

　情熱と官能のヴァイオリンで多彩な愛を表現。
［出演］ヴァイオリン：川井郁子、ピアノ：塩入
俊哉、弦楽合奏団
［曲目］スタイナー：タラのテーマ～映画「風と共に去りぬ」
より～、ラヴェル：ボレロ、ロドリーゴ：恋のアランフェス～レッ
ド・ヴァイオリン～、モンティ：チャールダーシュ　ほか。

川井郁子シンフォニック
バレンタインコンサート
～千年の恋がたり～ 　ピアノとオーケストラで贈る「アメリ

カ」をテーマにした名曲と映画音楽。
［出演］指揮：松村秀明、ピアノ：細川
千尋、ドラム：石川智、オーケストラ：大
阪交響楽団、ナビゲーター：羽川英樹
［曲目］A列車で行こう、映画『ウェスト
サイド物語』より「アメリカ」ほか。

ライト・シンフォニック コンサート
～大人の贅沢・アメリカ～

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8,500円→8,000円（全席指定・税込） 
受付期間 12/20（水）10時～2018/4/15（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-098
※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 2018年4月21日（土） 開演16時

　4回目となる大阪・春の風物詩「4オケ」。
演奏順がひとめぐりしていよいよ完結。今回
は15時半からプレイベントも。4オケ・メンバ
ーによる演奏や4指揮者によるトークなど。
［出演］大阪フィルハーモニー交響楽団・尾高忠明指揮／日本
センチュリー交響楽団・飯森範親指揮／関西フィルハーモニー
管弦楽団・藤岡幸夫指揮／大阪交響楽団・外山雄三指揮

第56回 大阪国際フェスティバル2018
大阪4大オーケストラの響演

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！

よしもと
西梅田劇場本公演

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、アクセス等については、

　9月にオープンした「よしもと西梅田劇場」で、
漫才などのネタ＋吉本新喜劇の公演が行われ
る。若手からベテランまで、多彩な芸人による笑
い満載の舞台を送る。日替りで豪華出演者たち
のさまざまな公演を予定しており、年始早々梅田
でもお笑いを堪能できるのは嬉しい！

City Life 読者限定

対象公演  2018年1月9日（火）～31日（水）［平日限定］
　　　　　　開演①11時半 ②14時

金　　額 一般3,700円→3,500円/学生平日2,700円（全て税込）
受付期間 12/20（水）10時～各公演4日前18時

電話予約 0570-02-9999
P コード 599-140
※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。

City Life 読者限定

対象公演  2018年2月17日（土）
金　　額 S席4､500円→4,000円（全席指定・税込）
受付期間 12/20（水）10時～2018/2/11（日）23時59分

電話予約 0570-02-9999　P コード  599-102

公演期間 ： 2018年1月9日（火）～31日（水）
　　　　①11時半～ ②14時～
料金 ： 一般3,700円/学生平日2,700円
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。

※お客様手数料0円
※やむを得ず、出演者や曲目等が変更になる場合があります。

●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

©井村重人

©Fabio Parenzan ©井村重人

指揮:園田隆一郎 チェネレントラ：脇園彩

桂文枝 池乃めだか 間寛平

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

ロッシーニ作曲 
オペラ「チェネレントラ」
全2幕

第56回 
大阪国際フェスティバル2018

（イタリア語上演日本語字幕付）

　誰もが知る「シンデレラ」をもとにした、イタ
リア・オペラの巨人ロッシーニ作曲による喜
歌劇の名作。歌唱の最高難度がさく裂
する、“ロッシーニ歌い”たちの美声の競演。

公演期間 ： 2018年5月12日（土）開演14時
料金 ： S席12,000円 A席8,000円 B席6,000円 など
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 City Life 読者限定

対象公演  2018年5月12日（土） 開演14時
金　　額 S席12,000円→11,000円（全席指定・税込）
受付期間 12/20（水）10時～2018/4/15（日）23時59分

電話予約 0570-02-9999　
P コード 599-099
※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。

よしもと西梅田劇場　で検索

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5,400円→5,000円（全席指定・税込） 
受付期間 12/20（水）10時～2018/2/4（日）23時59分
電話予約 0570-02-9999
P コード 599-097
※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 2018年2月14日（水） 開演19時

　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！

ドリーミングブラスコンサート
アンパンマンと音楽会

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 12/20（水）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。

対象公演 2018年3月10日（土） 
　　　　 ①開演13時 ②開演15時半

公演日 ： 2018年2月17日（土）
　　　  18時開演（17時15分開場）　
料　金 ： S席4,500円　A席3,500円　
　　　　学生シート（高校生以下）1,500円
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


