新春 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…バースマンス・サービスデー
◇ライブレコーディング

1(日)〜6(月) お正月休み
7

《スウィンギー トリオ》

8

《ツインギター・スペシャル》

(月) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)
(火) 小沼ようすけ (g) 井上銘 (g) デュオ
9

M.C ￥4,500

★

パット・グリン（b) ジーン・ジャクソン (ds)
10 《若井優也バースデー・ライブ》◇ライブレコーディング
M.C ￥4,300 ★

(金) 守屋純子 (pf) 近藤和彦 (as) 岡崎好朗 (tp)
12 《池田篤クァルテット》

◎

13 《SK 4》

◎

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

(日) 佐藤洋祐 (as,vo) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)
15

Closed
情家みえ (vo)

(火) リン・ヘイテツ (pf) 本川悠平 (b)
16 《キューバン・ナイト》& TOKU (ﬂh,vo)

♡
M.C ￥4,500

斎藤タカヤ (pf,chor) +TOKU (ﬂh,vo)
17 《江戸っ子トリオ》

★

(木) 海老沢一博 (ds) 林正樹 (pf) コモブチ・キイチロウ (b)

今年が皆様にとって、
お健やかで
良い年でありますよう お祈り申し上げます。
今年8月
（その頃はもう新しい年号ですね）

21 《類家心平クァルテット》
(月) 類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)
22 《レイモンド・マクモーリン クァルテット》
(火) レイモンド・マクモーリン (ts) 片倉真由子 (pf)
M.C ￥4,500 ★

24 《椎名豊トリオ》
(木) 椎名豊 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)

25 【BODY&SOUL Special】《山中みきトリオ From NY》 ★
(金) 山中みき (pf,org) オーランド・レ・フレミング (b)

BODY&SOUL は45周年目に入ります。
昭和〜平成〜新 年号と人々の暮らしは
ずいぶん変わりましたが、
ジャズとジャズファン・ジャズミュージシャンに助けられて
なんとかやってこられた45年、
感謝を込めて何か企画したい…と思っております。
今年も、
あなたのプレミアムな日に、
プレミアムな大人のジャズクラブで、
プレミアムなひと時をお過ごしください。

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

M.C ￥5,500

M.C ￥4,500 ★
26 伊藤君子 (vo)
(土) 木住野佳子 (pf) 楠井五月 (b) 加納樹麻 (ds)
◎

http://www.y-murayama.jp

27 Closed

28 《松島啓之クァルテット》
(月) 松島啓之 (tp) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 広瀬潤次 (ds)
29 《コモブチ・キイチロウ Special Brazilian Night》
(火) コモブチ・キイチロウ (b) マルセロ木村 (g,vo)
グスターボ・アナクレート (sax) ダニエル・バエレード (ds)

(水) マコト (vo,perc) 小泉哲夫 (b,chor) ムーチョ (g,vo,tres)

今年もよろしくお願いいたします。

●

20 Closed

ジミー・マクブライド (ds)

岡崎正典 (ts) 中村健吾 (b) デニス・フレーゼ (ds)

14

◎

19 宮坂俊行 (vo)
(土) 椎名豊 (pf) 若井俊也 (b) 柴田亮 (ds)

23 TOKU (ﬂh,vo)
(水) TOKU (ﬂh,vo) 他未定

(水) 浜崎航 (ts,ss) 若井優也 (pf)

11 《守屋純子セクステット》

(金) 岡崎正典 (ts) 野本晴美 (pf) 大塚義将 (b) 利光玲奈 (ds)

粟谷巧 (b) ジーン・ジャクソン (ds)

《浜崎航リーダー・クァルテット》

(木) 若井優也 (pf) 楠井五月 (b) 石若駿 (ds)

★新年 明けましておめでとうございます★

18 《岡崎正典クァルテット》

30 《田中菜緒子トリオ》ゲストシンガー：益子麻奈
(水) 田中菜緒子 (pf) 上村信 (b) 利光玲奈 (ds) 益子麻奈 (vo)
M.C ￥4,000 ★
31 《山田拓児 FOLKLORE》
(木) 山田拓児 (as,ss,bc) 吉本章紘 (ts,ﬂ) 土井徳浩 (ts,cl)
帳替啓太 (tb) 熊谷ヤスマサ (pf) 千北祐輔 (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

