深まる秋 10月の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
7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 Closed
2 《岡崎ブラザース》クィンテット
(月) 岡崎好朗 (tp) 岡崎正典 (ts)

菊池太光 (pf) 千北祐輔 (b) 鈴木宏紀 (ds)
3 《福田重男 [Old Boy's Dream] 発売記念ライブ》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)
♡
4 《松島啓之クァルテット》♡松島啓之 (tp)
(水) 今泉正明 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)
5 《藤原清登トリオ》

(木) 藤原清登 (b) 今村真一郎 (pf) 富川政嗣 (ds)

14 グレース･マーヤ (pf,vo)
◎
(土) 川村竜 (b) 大津誠 (ds)
15 Closed
16 EMILY(vo)
(月) 金子雄太 (org) 荻原亮 (g) 吉岡大輔 (ds)
♡
17 《楠井五月リーダークァルテット》♡
(火) 加納奈実 (as) 禿耕平 (g) 青木タイセイ (tb)
18 ERIKA(vo) from NY ｢Reﬂections｣発売記念ツアー
(水) アート・ヒラハラ (pf) from NY 川村竜 (b)
鈴木よしひさ (g) 加納樹麻 (ds)
M.C￥4,000 ★
19 《｢rebirth｣発売記念ライブ》
(木) 深井克則 (pf) 八尋洋一 (b) 岩崎立飛 (ds)
20 チャリート (vo)
(金) 田窪寛之 (pf) パット・グリン (b) デニス・フレーゼ (ds)
21 《SOLO-DUO》
M.C￥4,000 ★
(土) ギラ･ジルカ (vo) 矢幅歩 (vo) 中島徹 (pf) 竹中俊二 (g) ◎
22 Closed
23 《BS スペシャル セクステット》
(月) 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)
6 山添ゆか (vo)
24
TOKU(vo,ﬂh)
M.C￥4,500 ★
(金) 菊池太光 (pf) 中村健吾 (b) 藤井学 (ds)
(火) 宮川純 (pf) 楠井五月 (b) 菅野知明 (ds)
◎
7 《ジーン・ジャクソン リーダートリオ》
25 《フロントページ オーケストラ》定期公演 M.C￥4,300 ★
(土) [ ハービー・ハンコック特集 ] ジーン・ジャクソン (ds)
(水) 三木俊雄 (ts) 松島啓之 (tp) 奥村晶 (tp) 片岡雄三 (tb)
★
片倉真由子 (pf) パット・グリン (b)
山岡潤 (euph) 近藤和彦 (as) 浜崎航 (ts)
◎
8 《レイモンド・マクモーリン (ts) リーダークァルテット》
ユキ・アリマサ (pf) 上村信 (b) 柴田亮 (ds)
(日) レイモンド・マクモーリン (ts) 片倉真由子 (pf)
26
【BODY&SOUL
Special】《ベースレジェンド 2 Days》
粟谷巧 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
M.C￥4,000 ★
(木) Day 1: デュオ
M.C￥4,000 ★
M.C￥4,500 ★
9 【BODY&SOUL Special】
(月) 《Teruo Nakamura The Rising Sun feat. Antoine Roney》 27 北川潔 (b) 片倉真由子 (pf) デュオ
(金) Day 2: トリオ
M.C￥4,500 ★
中村照夫 (b,eb) from NY 吉田桂一 (pf) 鎌倉規匠 (ds)
北川潔
(b)
片倉真由子
(pf)
石若駿
(ds)
特別ゲスト : アントワン・ロニー (ts,ss) from NY
◎
28 伊藤君子 (vo)
M.C ￥4,000 ★
10 大口純一郎 (pf)
(土)
若井優也
(pf)
井上陽介
(b)
山田玲
(ds)
◎
(火) 米木康志 (b) 本田珠也 (ds)
◎
29
【BODY&SOUL
Special】
11 《上村信リーダークァルテット》上村信 (ds)
(日)
《ライアン・ケバリー＆カタルシス
トロンボーン・トリオ》
(水) 緑川英徳 (as) サイモン・コスグローブ (pf) 高橋徹 (b)
ライアン・ケバリー (tb) カミラ・メザ (vo,g)
12 《SK 4》クァルテット
ホルヘ・ローダー (b) from NY
M.C ￥6,000★
(木) 佐藤洋祐 (as,vo) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)
30 《スウィンギー トリオ》
13 【BODY&SOUL Special】《Okabe Family from Nederland》
(月)
山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)
(金) アルバム [DISORIENTAL] 発売ツアー 2017 M.C ￥5,000
31 《類家心平 リーダー クァルテット》
岡部源蔵 (as) ミゲル・ロドリゲス (pf) スティーブン・ウィレム
(火) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)
・ズワニンク (b) フランチェスコ・デ・ルベイス (ds)
★

プレミアムなジャズクラブに､今宵もようこそ。
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…
ここは人生の
「サードプレイス」
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 ライブステージを中継配信】

動画共有サービス Ustream 社のサービスが 9 月末で終了。
現在、代替のサービスに変更すべく対応中です。
10 月には再開できると思いますので、ご視聴よろしくお願いします。

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

