8月 真夏のBODY&SOUL
平日：開店 19:00 1st set 20:00 〜 /2nd set 21:30 〜
◎印…土曜･日曜･祝日のタイムテーブル：開店 18:00
1st.19:00/2nd.20:30
先月から 2nd セットの開始時刻が 10 分早まりました。
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 《岡崎正典リーダートリオ》
(火) 岡崎正典 (ts) 野本晴美 (pf) 大塚義将 (b)
2 《EQ Plus》スタンダード曲集
(水) 小池修 (ts) 村田陽一 (tb) 岡崎好朗 (tp)
青柳誠 (pf) 納浩一 (b) 大坂昌彦 (ds)
3 《Tail Wind》鈴木よしひさ (g)
(木) 三木俊雄 (ts) 岡田次郎 (b) 加納樹麻 (ds)
4 《Tsutomu Nakai Quartet》中井勉 (g) from NY
(金) 吉岡秀晃 (pf) 中村健吾 (b) 奥平真吾 (ds)M.C￥4,000 ★
◎★
5 チャリート (vo)
(土) 野力奏一 (pf) パット・グリン (b) ジーン・ジャクソン (ds)
6 《Crescent City Connection 発売記念ライブ》
◎
(日) 高澤綾 (tp) レイモンド・マクモーリン (ts)
森下滋 (pf) 川村竜 (b) 二本松義史 (ds)
7 《栗林すみれトリオ》
(月) 栗林すみれ (pf) 金澤英明 (b) 小前賢吾 (ds)
8 【BODY&SOUL 開店記念日】《須川崇志リーダートリオ》
(火) 須川崇志 (b) 林正樹 (pf) 石若駿 (ds)
★
9 《片倉真由子トリオ》片倉真由子 (pf)
(水) 佐藤ハチ恭彦 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
10 《The Jazztet》大森明 (as) 村田浩 (tp)
(木) 続木徹 (pf) 小林航太朗 (b) 宮岡慶太 (ds)
11 《本田珠也トリオ》
★
◎
(金) 本田珠也 (ds) 佐藤浩一 (pf) 須川崇志 (b)
◎★
12 《中村健吾リーダートリオ》中村健吾 (b)

(土) デニス・ランバート (pf) From NY デニス・フレーゼ (ds)
13 Closed
14 《BIG CATCH》フィーチャリング：浜崎航

(月) 松本茜 (pf) 本川悠平 (b) 海野俊輔 (ds) 浜崎航 (ts,ss)

プレミアムなジャズクラブに､今宵もようこそ。

15 《福田重男リーダークァルテット》福田重男 (pf)
(火) 布川俊樹 (g) コモブチ・キイチロウ (b) 奥平真吾 (ds)

いつ来ても一流の演奏者、
腕のいいシェフのお料理、
プロのバーテンダーとスタッフのサーブ…

16 《Kotomi 3 on 3》セクステット
(水) 佐藤ことみ (ds) 岡崎好朗 (tp) 佐藤洋祐 (ss.as)

ここは人生の
「サードプレイス」

池田雅明 (tb) ノリ・オチアイ (pf) 鉄井孝司 (b)
♡
17 《SK 4》クァルテット
(木) 佐藤洋祐 (as,vo) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)
18 《向井滋春ブラジリアン・ナイト》向井滋春 (tb,cello) ★
(金) Kana(ﬂ) 続木徹 (pf) 八尋洋一 (b) 松山修 (ds)
19 情家みえ (vo)
★
(土) 佐藤浩一 (pf) 楠井五月 (b) 今村健太郎 (ds)
◎
20 Closed
21 《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)
22 《鈴木央紹リーダークァルテット》鈴木央紹 (ts)
♡
(火) 若井優也 (pf) 佐藤ハチ恭彦 (b) 原大力 (ds)
23 《池田篤クァルテット》
(水) 池田篤 (as) 熊谷泰昌 (pf) 池尻洋史 (b) 濱田省吾 (ds)
M.C ￥4,000 ★
24 ジーン・Ess・シモサト (g) from NY
(木) グラント・リチャード (pf) 井上陽介 (b) 大坂昌彦 (ds)
25 伊藤君子 (vo)

(金) 片倉真由子 (pf) 楠井五月 (b) 高橋信之介 (ds)

★

M.C ￥6,000 ★
26 【BODY&SOUL Special】
◎
(土) 《ヤーロン・ヘルマン & ジブ・ラヴィッツ》

Yaron Herman(pf) Ziv Ravitz (ds) Duo
27 Closed
M.C ￥4,500 ★
28 TOKU(vo,ﬂh)
(月) 宮本貴奈 (pf) 楠井五月 (b) 石若駿 (ds)
29 《BS スペシャルクィンテット ver.D》
(火) 近藤和彦 (as) 松島啓之 (tp)
田中菜緒子 (pf) 坂井紅介 (b) 岡部洋一 (perc)
30 《吉田豊リーダートリオ》
(水) 吉田豊 (b) 石田衛 (pf) 横山和明 (ds)
31 《フロントページ オーケストラ》定期公演
(木) 三木俊雄 (ts) 石川広行 (tp) 奥村晶 (tp) 片岡雄三 (tb)
山岡潤 (euph) デイビッド・ネグレテ (as) 浜崎航 (ts)
矢藤亜沙巳 (pf) 上村信 (b) 柴田亮 (ds) M.C ￥4,300 ★

プレミアムなひとときをお過ごしください。

他とは一味違うホームページも訪れてください。
検索は
〈BODY&SOUL〉

【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。ちなみに日本では 5 店のみ。

【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が、
毎週日曜日 20 時からオンエア中です。

【ほぼ毎晩 Ustream でライブステージを中継配信】

ジャズを愛し BODY&SOUL を応援しています。

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

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

小泉経営会計
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

www.ak-paradigm.com

