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 《中村健吾リーダートリオ》

M.C ￥4,000 ★ ◎

(日) 中村健吾 (b) デニス・フレーゼ (ds) ゲストピアニスト (pf)
2 《市原ひかりリーダートリオ》

(月) 市原ひかり (tp,vo) 大口純一郎 (pf) 古野光昭 (b)
3 《近藤和彦クァルテット》

(火) 近藤和彦 (as) 田中菜緒子 (pf) 上村信 (b) 大坂昌彦 (ds)
4

ユキ・アリマサ リーダートリオ《トリオ サマディ》

(水) ユキ・アリマサ (pf) 鈴木央紹 (ts) 原大力 (ds)

5 《若井優也トリオ》ハイレゾ録音ライブレコーディング

(木) 若井優也 (pf) 楠井五月 (b) 石若駿 (ds)
6

佐々木優花 (ﬂ)M.C ￥4,000 ／￥4,500 ( 当日 )

(金) 佐々木優花 (ﬂ) デビット・マシューズ (pf) 井上智 (g)
増原巌 (b) 横山和明 (ds) ヤヒロトモヒロ (perc)

M.C ￥4,500 ★
(土) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) バイソン片山 (ds)
◎
7
8

与世山澄子 (vo)
Closed

10 ウィリアムス浩子 (vo)

(火) 天野清継 (g) 須川崇志 (b)

★

11 《椎名豊トリオ》

(水) 椎名豊 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)

13 【BODY & SOUL Special】M.C ￥4,500 (￥6,000 for 2 stages)

★

ティム・アマコスト (ts) デビット・バーグマン (pf)
安カ川大樹 (b) ジーン・ジャクソン (ds)

14 伊東真紀 (vo)

◎

小牧良平 (b) 吉良創太 (ds)

17 Closed

18 《増原巌 OMD》One More Drink
(水) 増原巌 (b) 市原ひかり (tp,vo) 石田衛 (pf)

19 《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)

20 《類家心平クァルテット》
(金) 類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)
21 《グレース･マーヤ 弾き語りトリオ》
(土) グレース･マーヤ (pf,vo) 吉田智 (g) 大津誠 (ds)
22 TOKU(vo,ﬂh)
(日) 宮川純 (pf) 楠井五月 (b) 未定 (ds)

◎

M.C ￥4,500 ★

23 《田窪寛之 トリオ》
(月) 田窪寛之 (pf) 安田幸司 (b) 長谷川ガク (ds)

◎

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

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

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
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
･･･
プレミアムな人生のサードプレイスで
プレミアムな時間をお過ごし下さい。
◇
今年も
「ダウン・ビート誌」
により選ばれました
「One of the world's top jazz venues of 2018」
◇
全てが他とは一味違う大人のジャズクラブです。

（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。

鋼構造のパイオニア
http://www.y-murayama.jp

菊池太光 (pf) 千北祐輔 (b) 鈴木宏紀 (ds)

帳替啓太 (tb) 片倉真由子 (pf) 千北祐輔 (b) 濱田省吾 (ds)

26 《国立音大ジャズ専修科 4 年グループ》
(木) 小林千夏 (as) 武本和大 (pf,e-tone) 佐藤潤一 (b)

M.C 一般￥3,500 ( 学生￥2,000)

27 伊藤君子 (vo)
(金) 後藤浩二 (pf) 坂井紅介 (b) 海老沢一博 (ds)

(木) 椎名豊 (pf) 佐瀬正 (b) 広瀬潤次 (ds)

(土) 若井優也 (pf) 高橋睦 (b) 岡部朋幸 (ds)

16 《デイビット・ネグレテ クァルテット》
(月) デイビット・ネグレテ (as) 熊谷ヤスマサ (pf)

竹内大貴 (ds)

12 豊田チカ (vo)

(金) 《NYSQ (New York Standard Quartet)》

片倉真由子 (pf) 佐藤ハチ恭彦 (b) 奥平真吾 (ds)

★プレミアムなジャズクラブへ､今宵もようこそ★

25 《山田拓児 FOLKLORE》
(水) 山田拓児 (as,ss,bc) 吉本章紘 (ts,ﬂ) 鈴木央紹 (ts)

9 《情家みえ リン・ヘイテツ デュオ》

(月) 情家みえ (vo) リン・ヘイテツ (pf)

◎

15 《土岐英史リーダー クィンテット》
(日) 土岐英史 (as) 中島朱葉 (as)

盛夏 7 月のBODY&SOUL

◎

★

28 《井上智 ギター クァルテット》
(土) 井上智 (g) 片倉真由子 (pf) 増原巌 (b) 横山和明 (ds) ◎
29 Closed

30 《福田重男トリオ》
(月) 福田重男 (pf) 吉野弘 (b) 奥平真吾 (ds)

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

