6 月初夏の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…メンバー割引 ¥500 および学割の適用除外日
♡印…新設 New バースマンス・サービスデー

1 《ジーン･ジャクソン リーダートリオ》

(木) ジーン･ジャクソン (ds) 片倉真由子 (pf) パット・グリン (b)
2 シャンティ (vo)

(金) 秋田慎治 (pf) 川村竜 (b) 菅野知明 (ds)

M.C ￥4,000 ★

M.C ￥4,000 ★
3 《守屋純子セクステット》
(土) 守屋純子 (pf) 近藤和彦 (as) 岡崎好朗 (tp)
◎
岡崎正典 (ts) 納浩一 (b) デニス・フレーゼ (ds)
M.C ￥4,000 ★
4 【BODY&SOUL Special】
(日) 《大野俊三 (tp) NY Friends》
デビット・バーグマン (pf) 古木佳祐 (b) ジーン･ジャクソン (ds) ◎
5 《情家みえ 石井彰 デュオ ステージ》
(月) 情家みえ (vo) 石井彰 (pf)
6 岸田恵士 (ds) ゲスト : 増尾好秋 (g)
(火) 元晴 (ts) 羽仁知浩 (pf) 高梨道生 (b)
7 《楠井五月リーダー クァルテット》
(水) 楠井五月 (b) 加納奈実 (as) 禿 ( かむろ ) 耕平 (g)
ゲスト : 青木タイセイ (tb)
8 《南青山六丁目楽団》セクステット
(木) 岡崎正典 (ts) 片岡雄三 (tb) 山岡潤 (euph)
野本晴美 (pf) 大塚義将 (b) 高橋徹 (ds)
9 《類家心平リーダー クァルテット》類家心平 (tp)
(金) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)
【BODY&SOUL A Wonderful Jazzy Night】ライブ収録
M.C ￥4,000 ★
10 ギラ・ジルカ (vo)
(土) ジョナサン・カッツ (pf)

◎
マーク・トゥーリアン (b) ジーン・ジャクソン (ds)
M.C ￥4,300 ★
11 木住野佳子 (pf)
(日) 木住野佳子 (pf) 森泰人 (b) 加納樹麻 (ds)
◎

12 《松島啓之クァルテット》
(月) 松島啓之 (tp) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 広瀬潤次 (ds)

13 《BS スペシャル セクステット》
(火) 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)
14 《増原巌 OMD》One More Drink
(水) 増原巌 (b) 市原ひかり (tp) 石田衛 (pf)
★
15 《スウィンギー トリオ》
(木) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)
M.C ￥6,000 ★
16 【BODY&SOUL Special】
(金) 《イザベラ・ラングレン (vo) From スウェーデン》
ペーター・アスプルンド (tp,vo) カール・バッゲ (pf)
ニクラス・ファーンクヴィスト (b)
ダニエル・フレデリクソン (ds)
M.C ￥4,500 ★
17 与世山澄子 (vo)
(土) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) バイソン片山 (ds)
◎
18 Closed
19 《片岡雄三クァルテット》
(月) 片岡雄三 (tb) 吉岡秀晃 (pf) 上村信 (b) 広瀬潤次 (ds)

M.C ￥4,300 ★
20 《なら春子 from NY》
(火) なら春子 (pf) 太田朱実 (ﬂ) 藤原清登 (b) 冨川政嗣 (ds)

21 平田文一 (pf)
(水) 中村健吾 (b) 高橋徹 (ds)
22 《福井ともみ クィンテット》
(木) 福井ともみ (pf) 松島啓之 (tp) 太田剣 (as)
俵山昌之 (b) 藤井学 (ds)
23 伊藤君子 (vo)
★
(金) 若井優也 (pf) 坂井紅介 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
M.C￥4,000 ★
24 《グレース･マーヤ誕生日ライブ》
(土) グレース･マーヤ (pf,vo) 日野 "JINO" 賢二 (b) グループ ◎
M.C ￥5,000 ★
25 【BODY&SOUL Special】
(日) 《ジャン・ミシェル・ピルク ソロピアノ ライブ》
◎
ジャン・ミシェル・ピルク (pf) From France
26 田窪寛之 (pf)
(月) 安田幸司 (b) 長谷川ガク (ds)
27 《椎名豊リーダートリオ》
(火) 椎名豊 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)
【BODY&SOUL A Wonderful Jazzy Night】ライブ収録

M.C ￥4,500 ★
28 TOKU(vo,ﬂh)
(水) 宮川純 (pf) 楠井五月 (b) 石若駿 (ds)
29 《フロントページ オーケストラ》定期公演
(木) 三木俊雄 (ts) 松島啓之 (tp) 奥村晶 (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 ★
M.C ￥5,000 ★
30 【BODY&SOUL Special】
(金) 《寺久保エレナ 里帰りツアー》
寺久保エレナ (as) 片倉真由子 (pf)
金森もとい (b) 高橋信之介 (ds)

一流の演奏者、腕のいいシェフのお料理、
プロのバーテンダー…

プレミアムなジャズクラブに､今宵もようこそ。
【One of the worldʼs top jazz venues of 2017】

今年も BODY&SOUL は、権威と歴史のある米国のジャズ雑誌
ダウンビート誌で世界のベストジャズスポットに選定されました。

【BODY&SOUL A Wonderful Jazzy Night】

インターネットハイレゾストリーミング放送「PrimeSeat」で
当店で収録されたライブステージ毎週日曜日オンエア中。

ジャズを愛し BODY&SOUL を応援しています。

