晩秋 11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…バースマンス・サービスデー
◇ライブレコーディング

1 《増尾好秋 From NY》
(木) 増尾好秋 (g) 宮川純 (org) 奥平真吾 (ds)
2

(金) ユキ・アリマサ (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)
3 《スウィンギー トリオ》
4

◎

Closed

5 《若井優也＆楠井五月デュオ》
(月) 若井優也 (pf) 楠井五月 (b)

◇

♡
6 《松島啓之クァルテット》
(火) 松島啓之 (tp) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 広瀬潤次 (ds)
7 《増原巌 OMD》One More Drink
(水) 増原巌 (b) 市原ひかり (tp,vo) 石田衛 (pf)
8 《嶋津健一トリオ》
(木) 嶋津健一 (pf) 加藤真一 (b) 今村健太郎 (ds)
9

情家みえ (vo)

(金) 椎名豊 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)

M.C￥4,300 ★ ◎
10 《小沼ようすけトリオ》
(土) 小沼ようすけ (g) カイ・ペティート (g,vo) 岩原大輔 (perc)
11 Closed
12 TOKU(ﬂh,vo)

M.C￥4,500 ★
(月) 荻原亮 (g) 秋田慎治 (pf) 佐藤ハチ恭彦 (b) 藤井伸昭 (ds)
13 《井上智バースデーライブ》

(火) 井上智 (g) 片倉真由子 (pf) 増原巌 (b) 高橋信之介 (ds)
14 《大口純一郎リーダークァルテット》大口純一郎 (pf)
(水) かただ新一 (ts) 市原ひかり (tp) 米木康志 (b) 吉良創太 (ds)
15 《トリオ サマディ》

(木) ユキ・アリマサ (pf) 鈴木央紹 (ts) 原大力 (ds)

ゲストシンガー：堀内美智代 (vo)

17 宮坂俊行 (vo)
(土) 後藤浩二 (pf) 若井俊也 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
ゲストシンガー：ウィリアムス浩子 (vo)

18 《TRIO ʻ 》
(日) 市原康 (ds) 福田重男 (pf) 森泰人 (b)

吉田豊 (b) 海野俊輔 (ds)

◎

M.C￥4,300★

M.C￥4,000 ★

19 《海野雅威 NY 在住 10 周年里帰りライブ》
(月) 「リユニオン･トリオ」海野雅威 (pf) FromNY

チャリート (vo)

(土) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)

16 《森泰人 From Sweden 里帰りツアー》 M.C￥4,300 ★
(金) 森泰人 (b) 山口泰一郎 (pf) セバスチャン・カプテイン (ds)

◎

M.C￥4,800 ★

20 《近藤和彦クァルテット》近藤和彦 (as)
(火) 熊谷ヤスマサ (pf) 上村信 (b) 大坂昌彦 (ds)
21 《南青山六丁目楽団》セクステット
(水) 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)

22 《藤原清登トリオ》
(木) 藤原清登 (b) 今村真一郎 (pf) 富川政嗣 (ds)

23 《鈴木良雄 BASS TALK》
(金) 鈴木良雄 (b) 井上信平 (ﬂ) 野力奏一 (pf) 岡部洋一 (perc)

24 【BODY&SOUL Special】
◎
(土) 《ペトロス・クランパニス＆ジュリアン・ショア デュオ》
Petros Klampanis(pf) Julian Shore(b)

25 Closed

M.C￥6,000 ★

26 《SK 4》
(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) 金森もとい (b) 奥平真吾 (ds)

28 《山田拓児 FOLKLORE》
(水) 山田拓児 (as,ss,bc) 吉本章紘 (ts,ﬂ) 土井徳浩 (ts,cl)
帳替啓太 (tb) 田窪寛之 (pf) 千北祐輔 (b) 山田玲 (ds)

M.C￥4,500 ★

29 西藤ヒロノブ (g)
(木) D. ブラック (pf) パット・グリン (b) ジーン・ジャクソン (ds)
30 伊藤君子 (vo)
M.C￥4,000 ★
(金) 後藤浩二 (pf) 坂井紅介 (b) 海老沢一博 (ds)

★プレミアムなジャズクラブへ､今宵もようこそ★
・いつ来ても、
一流の演奏者

・腕のいいシェフの作るお料理

・プロのバーテンダーの本格的カクテル…

・毎夜 Twitter 上でステージを中継配信
・事前に読む Kyokoママのデイリーコメント
・事後に読む毎夜のステージの演奏曲名とレポート
・
全てが他とは一味違う大人のジャズクラブです。
あなたのプレミアムな日に、

秋の夜長をプレミアムなジャズクラブで、
プレミアムなひと時をお過ごしください。

【One of the worldʼs top jazz venues of 2018】
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
選定されています（ちなみに日本では 5 店のみ）

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

