迎春１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 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…新バースマンス・サービスデー

良い年でありますようお祈り申し上げます。
今年も BODY&SOUL をよろしくお願い致します。
年明け恒例《守屋純子セクステット》 MC ￥4,000 ★

(金) 守屋純子 (pf) 近藤和彦 (as) 岡崎好朗 (tp)
岡崎正典 (ts) 納浩一 (b) 安藤正則 (ds)

◎

7 《類家心平クァルテット》

◎

(土) 河合代介 (org) 太田剣 (as,ts,ss) 大槻 "KALTA" 英宣 (ds)

(日) 類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)
Closed

9 《岡崎正典トリオ》

(火) 岡崎正典 (ts) 野本晴美 (pf) 大塚義将 (b)

♡

10 《The Jazztet》

(水) 大森明 (as) 村田浩 (tp) 続木徹 (pf)

セバスティアン・カプテイン (ds)
ゲスト シンガー : ウィリアムス浩子 (vo)

MC ￥5,000 ★

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。
●

Kyokoママのデイリーコメント

毎夜のステージの演奏曲名とレポート

ほぼ毎晩のライブステージを中継配信…

全てが他とは一味違う大人のジャズクラブ
それが
〈BODY&SOUL〉
です。

今年の冬はとりわけ寒そうです。
いいライブジャズで体の芯から

暖まりにいらして下さい。
お待ちしています。

◉ステージの中継配信は Twitter の当店の
タイムライン上で 2 nd セットを中継配信しています。
詳しくはホームページで BODY&SOUL を検索。

22 《スウィンギー トリオ》
(月) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)

23 《栗林すみれトリオ》
(火) 栗林すみれ (pf) 須川崇 (b) 木村紘 (ds)

ジャズを愛し BODY&SOUL を応援しています。

24 《近藤和彦クァルテット》
(水) 近藤和彦 (as) 田中菜緒子 (pf) 上村信 (b) 大坂昌彦 (ds)
25 《2 ペット クィンテット》
(木) 岡崎好朗 (tp) 松島啓之 (tp)

鋼構造のパイオニア
http://www.y-murayama.jp

26 《土岐英史 リーダー クィンテット》
(金) 土岐英史 (as) 中島朱葉 (as)

11 《松島啓之クァルテット》

(木) 松島啓之 (tp) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 広瀬潤次 (ds)
12 《須川崇 リーダー トリオ》

(金) 須川崇 (b) 林正樹 (pf) 石若駿 (ds)

片倉真由子 (pf) 佐藤ハチ恭彦 (b) 奥平真吾 (ds)

27 伊藤君子 (vo)
(土) 田中信正 (pf) 坂井紅介 (b) 海老沢一博 (ds)
28 Closed

13 グレース･マーヤ (pf,vo)

(土) 市原ひかり (tp) 日野 "JINO" 賢二 (b) FUYU(ds)

15 《若井優也 バースデー ソロ》

◎
20 【BODY&SOUL Special】スウェーデン大使館後援
(土) 《第 42 回 森 泰人スカンジナビアン・コネクション》

いつ来ても一流の演奏者、
腕のいいシェフのお料理、

田中菜緒子 (pf) 伊藤勇司 (b) 広瀬潤次 (ds)

小林航太朗 (b) 鈴木宏紀 (ds)

(月) 若井優也 (pf)

(木) 池田篤 (as) 熊谷泰昌 (pf) 池尻洋史 (b) 濱田省吾 (ds)

21 Closed

6 《オルガン ジャズ》

14 《TRIO ʻ 》

18 《池田篤クァルテット》

クリスティアン・ヨルミーン (pf) 森泰人 (b)

１〜4 お正月休み

(日) 市原康 (ds) 福田重男 (pf) 森泰人 (b)

17 《SK 4》クァルテット

(水) 佐藤洋祐 (as,vo) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)

(金) 片倉真由子 (pf) 佐藤ハチ恭彦 (b) ジーン・ジャクソン (ds)

今年 1 年が皆さまにとってお健やかで

8

♡

19 《片倉真由子トリオ》[ ジェリ・アレン トリビュート ]

新年明けましておめでとうございます。

5

プレミアムなジャズクラブへ､今年もようこそ。

16 《田中菜緒子 リーダー トリオ》

(火) 田中菜緒子 (pf) 上村信 (b) 利光玲奈 (ds)

MC ￥4,000 ★
◎

29 《嶋津健一トリオ》
(月) 嶋津健一 (pf) 加藤真一 (b) 今村健太郎 (ds)

30 TOKU(vo,ﬂh)
(火) 宮川純 (pf) 楠井五月 (b) 菅野知明 (ds)

MC ￥4,500 ★

31 井上智 (g)
(水) 片倉真由子 (pf) 増原巌 (b) 高橋信之介 (ds)

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

