早春 3月のBODY&SOUL

(月) 黒木美紀 (vo) 秋田慎治 (pf) 楠井五月 (b)

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◇印ライブレコーディング

1 【BODY&SOUL Special】

M.C￥5,500 ★

(金)《カビタ・シャー＆フランソワ・ムタン デュオ》

2 《椎名豊トリオ》フィーチャリング : ピエリック・ペドロン (as)

3

ピエリック・ペドロン (as)

◎

M.C ￥4,500 ★

Closed

6 《タッド・ダメロン トリビュート》

♡

M.C ￥4,000 ★

(水) ギドン・ヌネス・ヴァズ (tp) from オランダ

三木俊雄 (ts) 片倉真由子 (pf) パット・グリン (b)
セバスティアン・カプティーン (ds)

7 《メイ・オキタ 1st アルバム｢Art of Life｣発売記念ライブ》

(木) メイ・オキタ (vo) ジョシュ・ネルソン (pf)

アレックス・ボーナム (b) ダン・シュネール (ds)
Open 06:00 pm 1st 19:00 pm, 2nd 20:30 M.C￥5,500

8 《SK 4》+ 情家みえ (vo)

(金) 情家みえ (vo) 佐藤洋祐 (as)
菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)

9 《ミュージカル・ナイト》

M.C￥4,000 ★

M.C￥5,500 ★

(土) 伊藤君子 (vo) ウィリアムス浩子 (vo) 川井佐知子 (vo) ◎
青木さおり (vo) 若井優也 (pf) 坂井紅介 (b) 山田玲 (ds)

10 Closed

13 《松島啓之クァルテット》

(水) 松島啓之 (tp) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 木村紘 (ds)
14 《向井滋春ブラジリアン・ナイト》向井滋春 (tb,cello)
15 【BODY&SOUL Special】《北川潔スーパー・デュオ》

(金) 北川潔 (b) from NY 片倉真由子 (pf)
16 《大口純一郎リーダークァルテット》
(土) 大口純一郎 (pf) 中林薫平 (b)

千北祐輔 (b) 二本松義史 (ds)

28 《嶋津健一トリオ》
(木) 嶋津健一 (pf) 加藤真一 (b) 今村健太郎 (ds)

29 伊藤君子 (vo)
M.C￥4,000 ★
(金) 若井優也 (pf) 楠井五月 (b) 海野俊輔 (ds)

♡

M.C￥4,300 ★

M.C￥4,000 ★

◎

M.C￥4,500 ★
18 TOKU(ﬂh,vo)
(月) グラント・リチャーズ (pf) マーティ・ホロウベック (b) 石若駿 (ds)

(月) レイモンド・マクモーリン (ts) 片倉真由子 (pf)
(火) 増原巌 (b) 市原ひかり (tp,vo) 石田衛 (pf)

M.C￥4,500 ★

(火) 小沼ようすけ (g) カイ・ペティート (g,vo) 岩原大輔 (perc)

17 Closed

4 《レイモンド・マクモーリン クァルテット》

5 《増原巌 OMD》One More Drink

12 《小沼ようすけトリオ》

吉本章紘 (ts,ﬂ) 張替啓太 (tb) 北島佳之子 (pf)

市原ひかり (tp,vo) 市原康 (ds)

(日) 14:00〜16:00 須川崇志 (b) ワークショップ

粟谷巧 (b) 山田玲 (ds)

三好 '３吉 ' 巧郎 (g) 大槻カルタ英宣 (ds)

(木) Kana(ﬂ) 続木徹 (pf) 八尋洋一 (b) 松山修 (ds)

カビタ・シャー (vo) フランソワ・ムタン (b)

(土) 椎名豊 (pf) 本川悠平 (b) 広瀬潤次 (ds)

27 《山田拓児 FOLKLORE》セプテット
(水) 山田拓児 (as,ss,bc) レイモンド・マクモーリン (ts)

11 《黒木美紀｢Leaf of Glass｣発売記念ライブ》

19 若井優也ソロピアノ
(火) 若井優也 (pf)

30 【BODY&SOUL Special】《北川潔トリオ》M.C￥5,000
(土) 北川潔 (b)from NY 片倉真由子 (pf) 石若駿 (ds) ◎ ★
31 Closed

プレミアムな大人のジャズクラブへ、
今宵もようこそ。
いつ来ても一流の演奏者、
腕のいいシェフのお料理、
プロのバーテンダーとスタッフのサーブ…
ライブ配信、
事前にデイリーコメント、
事後のレポートブログ
全てが他とは一味違う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

20 《BS スペシャルクィンテット ver.C》
(水) 近藤和彦 (as) 浜崎航 (ts,ss)
椎名豊 (pf) 井上陽介 (b) 江藤良人 (ds)
21 《鈴木良雄 誕生日＆BASS TALK アルバム発売記念ライブ》
(木) 鈴木良雄 (b) 井上信平 (ﬂ)
野力奏一 (pf) 岡部洋一 (perc)
22 《グレース･マーヤ弾き語りトリオ》
(金) グレース･マーヤ (pf,vo) SOKUSAI(b) 柴田亮 (ds)

◎

★
M.C ￥6,000 ★

23 【BODY&SOUL Special】
(土) 《オメール・アヴィタル＆ヨナタン・アヴィシャイ デュオ》
オメール・アヴィタル (b) ヨナタン・アヴィシャイ (pf) ◎
24 Closed

25 《スウィンギー トリオ》
(月) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)

26 《福田重男トリオ》
(火) 福田重男 (pf) 金森もとい (b) 奥平真吾 (ds)

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

