酷寒 2月のBODY&SOUL

13 《佐藤ことみ クィンテット》佐藤ことみ (ds)

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

1 《情家みえ｢エトレーヌ｣発売記念ライブ》情家みえ (vo)

(木) 後藤浩二 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds) 浜崎航 (ts,ss)
2

3 《レイモンド・マクモーリン リーダー クァルテット》
片倉真由子 (pf) 粟谷巧 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
★◎
[ ライブ・レコーディング予定 ]
Closed

5 《スウィンギー トリオ》

6 《BIG CATCH》フィーチャリング：浜崎航 (ts)

(水) 向井滋春 (tb,cello) Kana(ﬂ)

♡

続木徹 (pf) 八尋洋一 (b) 松山修 (ds)

8 《ケニー・ドーハム・トリビュート・スペシャル・セクステット》

(木) フィーチャリングスペシャルゲスト (tp)

M.C ￥4,000★

三木俊雄 (ts) 近藤和彦 (as)
椎名豊 (p) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)

9 【BODY&SOUL Special】ハーモニカ・ジャズ

(金) 《ケヴィン・ヘイズ グレゴア・マレ デュオ》From NY

★

ケヴィン・ヘイズ (pf) グレゴア・マレ (hca)M.C ￥6,000
◎
10 《村上寛 リーダー クァルテット》

(土) 森田修史 (ts) 熊谷ヤスマサ (pf) 吉田豊 (b) 村上寛 (ds)
11 《BS スペシャル・セクステット》

M.C ￥4,000 ★

(日) 近藤和彦 (as) 岡崎好朗 (tp) 坂本菜々 (tb)
12

片倉真由子 (pf) 楠井五月 (b) 横山和明 (ds)
Closed

(木) 堀秀彰 (pf) 岡淳 (ts) 古木佳祐 (b)＋馬場孝喜 (g)
16 ウィリアムス浩子 (vo)

★

19 若井優也 (pf)
(月) 楠井五月 (b) 石若駿 (ds)

20 《TOKU バースデー ライブ》M.C￥4,500
(火) TOKU(vo,ﬂh) 宮本貴奈 (pf) 楠井五月 (b) 守真人 (ds)

★

21 《岡崎 ブラザーズ クィンテット》
(水) 岡崎好朗 (tp) 岡崎正典 (ts)

(月) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)

7 《向井滋春ブラジリアン・ナイト》

15 《奥平真吾 リーダーライブ》奥平真吾 (ds)

18 Closed

(土) レイモンド・マクモーリン (ts)

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

14 バレンタイン・スペシャル《ビューティフル トリオ》

(水) 加納奈実 (as) 田中菜緒子 (pf) 須川崇志 (b,cello)

★◎
17 ギラ・ジルカ (vo)
(土) 宮川純 (pf,org) 竹中俊二 (g) 中村健吾 (b) 加納樹麻 (ds)

(金) SOKUSAI(b) 山田玲 (ds)

4

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。

栗田妙子 (pf) 鉄井孝司 (b)

(金) 佐藤浩一 (pf) 西島徹 (b)

グレース･マーヤ (pf,vo)

プレミアムなジャズクラブへ､今宵もようこそ。

(火) 類家心平 (tp) レイモンド・マクモーリン (ts)

◎

●
今年もあの権威ある
「ダウン・ビート誌」
から
「One of the world's top jazz venues of 2018」
に選ばれました。
●
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です。
●

Twitter の当店のタイムライン上で
2 nd セットのステージ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。

ジャズを愛し BODY&SOUL を応援しています。

菊池太光 (pf) 千北祐輔 (b) 鈴木宏紀 (ds)

鋼構造のパイオニア

山岡潤 (euph) 近藤和彦 (as) 浜崎航 (ts)

http://www.y-murayama.jp

22 《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) 駒野逸見 (tb)
福田重男 (pf) 上村信 (b) 柴田亮 (ds)

23 豊田チカ (vo)
(金) 椎名豊 (pf) 本川悠平 (b) 広瀬潤次 (ds)

M.C ￥4,300 ★

24 伊藤君子 (vo)
M.C ￥4,000 ★
(土) 石井彰 (pf) 坂井紅介 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
◎
25 【BODY&SOUL Special】《GTO トリオ》
(日) ガディ・レハヴィ (pf) オフリ・ネヘミア (ds)
タル・マシアハ (b)

◎

M.C￥6,000 ★

26 《SK 4》クァルテット
(月) 佐藤洋祐 (as,vo) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)

27 《福田重男 トリオ》
(火) 福田重男 (pf) コモブチ・キイチロウ (b) 奥平真吾 (ds)

28 《類家心平 クァルテット》
(水) 類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (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

