師走 12月のBODY&SOUL

14 【BODY&SOUL Special】
(金) トニー・ラカトシュ (ts,ss)

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 《木住野佳子トリオ》

M.C ￥4,500 ★

(土) 木住野佳子 (pf) 早川哲也 (b) 加納樹麻 (ds)

◎

2 Closed
3 《ハクエイ＆須川リーダークィンテット》
(月) ハクエイ・キム (pf) 須川崇志 (b)
ジーン・ジャクソン (ds) 石崎忍 (as)
4 宮坂俊行 (vo)
(火) 若井優也 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)
5 《ティー from India》Tea (vo)
(水) 柴田敏孝 (pf) 時枝弘 (b) 大津惇 (ds) 吉田サトシ (g)
6 《大村亘リーダートリオ》
♡
(木) 大村亘 (ds) 古谷淳 (pf) 吉田豊 (b)
M.C ￥4,000 ★
7 《福田重男トリオ》
(金) ゲストシンガー：グレース･マーヤ (vo,pf)
福田重男 (pf) 金森もとい (b) 奥平真吾 (ds)
◎
8 【BODY&SOUL Special】
(土)《セレン・ギュリン (vo,pf) from Turkey》M.C ￥4,300 ★
大塚義将 (b) 勘座光 (ds) デイビット・ネグレテ (as)
9 Closed
10 《レイモンド・マクモーリン リーダー クァルテット》
(月) レイモンド・マクモーリン (ts) 片倉真由子 (pf)
★
パット・グリン (b) ジーン・ジャクソン (ds) M.C ￥4,000
11 情家みえ (vo)
(火) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 小松伸之 (ds)
12 《田窪寛之 トリオ》
(水) 田窪寛之 (pf) 安田幸司 (b) 長谷川ガク (ds)
13 《類家心平クァルテット》
(木) ◇ライブレコーディング (2nd take)
類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)

M.C ￥6,000 ★

フェレンツ・シュネットベルガー (g) デュオ
15 《河合代介 ハモンド B3 オルガン ジャズ》
◎
(土) 河合代介 (org) 太田剣 (as,ts,ss) 大槻 "KALTA" 英宣 (ds)
16 Closed
17 《SK 4》
(月) 佐藤洋祐 (as) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)
18 ウィリアムス浩子 (vo)
M.C ￥4,000 ★
(火) 佐藤浩一 (pf) 須川崇志 (b,cello) 今泉総之輔 (ds)
19 《ビューティフル・トリオ with ジーン・ジャクソン》
(水) 加納奈実 (as) 田中菜緒子 (pf) 須川崇志 (b,cello)

M.C ￥8,000 (◉お会計は現金のみ )
Open 07:00 ★今年はオープン 19:00
演奏は 4th set まで、出演は
《片倉真由子バンド》《TOKU バンド》
★今年もご来店ありがとうございました★
来年もよろしくお願いいたします
【年末年始休業 12/29~2019/1/6】
演奏始めは 1/7( 月曜日 )《スウィンギートリオ》から
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、

ジーン・ジャクソン (ds)
【12/20〜12/25 クリスマス・ウィーク】
ボーカルをフィーチャーしておくる当店初の 5 日間
松岡シェフのクリスマスディナーをサーブ（要予約）

20 《ギラ・ジルカ (vo) Jazz Essentials》
(木) 深井克則 (pf) 楠井五月 (b) 加納樹麻 (ds)

31 大晦日恒例
(月) 《カウントダウン・セッション》

M.C ￥4,500 ★

21 与世山澄子 (vo)
M.C ￥5,000 ★
(金) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) バイソン片山 (ds)
22 《椎名豊トリオ》ゲストシンガー：山添ゆか (vo)
◎★
(土) 椎名豊 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds) M.C ￥4,300
23 チャリート (vo)
M.C ￥4,300 ◎★
(日) 野力奏一 (pf) 中村健吾 (b) アンドリュー・ディクソン (ds)
24 伊藤君子 (vo)
M.C ￥4,500 ◎★
(月) 片倉真由子 (pf) 坂井紅介 (b) 海老沢一博 (ds) 近藤和彦 (as)
25 TOKU(ﬂh,vo)
M.C ￥4,500 ★
(火) 大林武司 (pf) from NY 楠井五月 (b) 竹村一哲 (ds)
26 《大口純一郎リーダートリオ》
M.C ￥4,000 ★
(水) 大口純一郎 (pf) 米木康志 (b) 本田珠也 (ds)
27 《フロントページ オーケストラ》定期公演 M.C ￥4,500★
(木) 三木俊雄 (ts) 松島啓之 (tp) 奥村晶 (tp) 駒野逸美 (tb) 山岡潤 (euph)
28 近藤和彦 (as) 浜崎航 (ts) 福田重男 (pf) 上村信 (b) 柴田亮 (ds)
(金) 《井上智 ギター クァルテット》
M.C ￥4,000 ★
井上智 (g) 片倉真由子 (pf) 増原巌 (b) 海野俊輔 (ds)
29 Closed
30 Closed ( すす払い大掃除 )

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。
今年1年をジャズで〆ましょう。

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

