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新緑 4月のBODY&SOUL
平日：開店 19:00  1st set 20:00 ～ /2nd set 21:40 ～
◎印…土曜･日曜･祝日のタイムテーブル：開店 18:00 
1st.19:00/2nd.20:40  M.Charge 通常 ¥3,800 入替えなし
♡印…新設: バース・マンス・サービスデーMC ¥500 割引
★印…メンバー割引 ¥500 および学割の適用除外日

戸田総合法律事務所
港区赤坂8丁目10 - 22　tel.03-3405-6345

鋼構造のパイオニア

http://www.y-murayama.jp

ジャズイベントも開催 http://www.koshiro.co.jp

※当店は、俺の株式会社とは何の関係もございません。
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《あなたも、貸し切りでお店を使ってみませんか》
お食事は、松岡シェフの特製お料理がビュッフェ形式で提供
されます。フリードリンク付きで、人数は30人様～最大60人
様まで可能です。使用できる楽器はピアノの他ドラムセット、
ベース/ギター・アンプ、ボーカルマイク他、PAのセッティング
と調整はスタッフが行います。結婚式などの２次会/プライ
ベート音楽会大学ジャズ研などの発表会/お誕生日会/社内
イベント/親睦会・同窓会に。ご相談ください。

ライブジャズ最前線の現場にほぼ毎夜40年。オーナー
京子が自らの生立ちとともに、ボディ・アンド・ソウルを
訪れた内外のミュージシャンの興味深いエピソードを
交えて綴った自伝的エッセイ、Amazon はじめ全国の
ディスクユニオンで好評販売中。大人のジャズクラブ
ならでは。ぜひご覧ください。

堪能できます。  が
できます。ホンモノの音楽と本格的なお料理…松岡シェフ
のお料理が大好評につき「まかない飯」始めました。
当日のメニューをご覧ください。

エッセイ「身も心もジャズ」
＝ボディ＆ソウルの 40 年＝好評発売中

※松岡シェフの料理が好評につき「まかない飯」を
　始めました。特製カレー、塩ラーメン…などがご好評
　いただいています。
当日のメニューをご覧ください。

   「大人のジャズクラブ」に､今宵もようこそ。

ライブジャズ最前線の現場にほぼ毎夜40年。オーナー
京子が自らの生立ちとともに、ボディ・アンド・ソウルを
訪れた内外のミュージシャンの興味深いエピソードを
交えて綴った自伝的エッセイ、Amazon はじめ全国の
ディスクユニオンで好評販売中。大人のジャズクラブ
ならでは。ぜひご覧ください。

あなたも、貸し切りでお店を使ってみませんか。
メールまたはお電話でご相談ください。
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ヴィジョン経営を推進／ミュージシャンのサポートも推進
小 泉 経 営 会 計

www.ak-paradigm.com

ジャズを愛しBODY&SOUL を応援しています。

いつ来ても一流の演奏家による極上のジャズ、
腕のいいシェフの美味しいお食事、そして旨い酒…

ここはあなたの「サードプレイス」
ご予約がなくても、ぜひお気軽にお立ち寄りください。

◉ GW は、5/1(Sun)のみ休業、以降2週間お休みなく営業
◉ Kyoko のエッセイ「身も心もジャズ」 好評発売中

《山田拓児 FOLKLORE》
山田拓児 (as,ss,bcl) 土井徳浩 (ts,cl) 吉本章紘 (ts,fl)
張替啓太 (tb) 片倉真由子 (pf) 千北祐輔 (b) 石若駿 (ds)
TOKU(vo,flh)                                              M.C ￥4,500
宮本貴奈 (pf) 楠井五月 (b) 菅野智昭 (ds)
Closed
《スウィンギー トリオ》
山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隈寿男 (ds)
秋田慎治トリオ
秋田慎治 (pf) 吉田豊 (b) 柴田亮 (ds)
藤原清登トリオ
藤原清登 (b) 今村真一郎 (pf) 富川政嗣 (ds)
《福井ともみセクステット》 福井ともみ (pf) 
松島啓之 (tp) 岡淳 (ts,fl) 太田剣 (as) 俵山昌之 (b) 広瀬潤次 (ds)
《日野皓正クィンテット》                            M.C ￥5,500
日野皓正 (tp) 加藤一平 (g) 
石井彰 (pf) 杉本智和 (b) 田中徳崇 (ds)
グレース･マーヤ 弾き語り&演奏
グレース･マーヤ (pf,vo) 坂崎拓也 (b) 河村亮 (ds)
Closed
《片岡雄三クァルテット》
片岡雄三 (tb) 出口 誠 (pf) 生沼邦夫 (b) 広瀬潤次 (ds)
情家みえ(vo)
石井彰 (pf) 本川悠平 (b)
若井優也 (pf)トリオ
若井優也 (pf) 楠井五月 (b) 石若駿 (ds)
《BSスペシャル セクステット》
近藤和彦 (as) 岡崎好朗 (tp) 片岡雄三 (tb) 
片倉真由子 (pf) 楠井五月 (b) 横山和明 (ds)

  

【BODY&SOUL Special】                                M.C ¥5,500
ジュン･ビサンツ初来日｢チェット･ベイカーを歌う｣
アルバム発売記念ツアー　ジュン・ビサンツ (vo) 
アレックス・ナキモフスキー (pf) ノーマン・ジョンソン (g) 
ゲスト：ヴァレリー・ポノマレフ (tp)
【BODY&SOUL Special】                               M.C￥5,000
《Sam Harris Trio》サム・ハリス (pf) 
マーティン・ネヴィン (b) クレイグ・ウエインリブ (ds)
Closed
《岡崎好朗クィンテット》
岡崎好朗 (tp) 原川誠司 (as) 
田中菜緒子 (pf) 伊藤勇司 (b) 井川晃 (ds)
ウィリアムス浩子 (vo)
馬場孝喜 (g) 佐藤浩一 (pf) 須川崇志 (b)
土岐英史 (as) 市原ひかり(tp) 
石井彰 (pf) 井上陽介 (b) 奥平慎吾 (ds)
《BIG CATCH》feat. 浜崎航 (ts,ss)
松本茜 (pf) 本川悠平 (b) 海野俊輔 (ds) 浜崎航 (ts,ss)
《向井滋春ブラジリアン ナイト》向井滋春 (tb,celo) 
Kana(fl) 続木徹 (pf) 八尋洋一 (b) 松山修 (ds)
《宮本貴奈ミュージカル特集》                    M.C ￥4,500
「The Musical Songbook」ゲスト：シャンティ(vo)
宮本貴奈 (pf) パット・グリン (b) 加納樹麻 (ds) 
 Closed
福田重男トリオ
福田重男 (pf) 上村信 (b) 奥平真吾 (ds)
奥平慎吾《The New Force》
奥平慎吾 (ds) 岡淳 (ts) 堀秀彰 (pf) 
古木桂祐 (b) 馬場孝喜 (g)
《スーパー 2ギター》
井上智 (g) 中牟礼貞則 (g)
《フロントページ オーケストラ》定期公演  
三木俊雄 (ts) 奥村晶 (tp) 岡崎好朗 (tp) 片岡雄三 (tb) 
山岡潤 (euph) 近藤和彦 (as) 浜崎航 (ts)
福田重男 (pf) 上村信 (b) 柴田亮 (ds)       M.C  ¥4,300

【第 6回東日本大震災支援ライブ】
《Kengo Nakamura Presents「VOICES OF HOPE 6｣》
1st …マヤ・ハッチ   リレット  青木さおり  大野えり
伊藤君子 / 2nd …吉田沙良   グレース・マーヤ
川井佐知子   ギラ・ジルカ   ゲスト : 大空祐飛 
 片倉真由子 (pf) 中村健吾 (b) 山田玲 (ds)
M.C￥4,000 (¥7,000 for2 Steges) Open 5:00 pm,
1st 18:00 / 2nd 20:00
伊藤君子 (vo)
野力奏一 (pf) 坂井紅介 (b) 藤井学 (ds)


