萌え立つ春 4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◇印ライブレコーディング

1 《岡崎ブラザース》クィンテット

(月) 岡崎好朗 (tp) 岡崎正典 (ts)

田中菜緒子 (pf) 伊藤勇司 (b) 井川晃 (ds)

2 《増尾好秋オルガン・トリオ》

(火) 増尾好秋 (g) from NY 宮川純 (org) 奥平真吾 (ds)

★

3 《SK 4》クァルテット

(水) 佐藤洋祐 (as,vo) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)
4 《南青山六丁目楽団》セクステット

5 《井上智 ギター クァルテット》

田中菜緒子 (pf) 伊藤勇司 (b) 広瀬潤次 (ds)
17 近藤和彦クァルテット》

(水) 近藤和彦 (as) 田中菜緒子 (pf) 上村信 (b) 大坂昌彦 (ds)
18 《田窪寛之 トリオ》
(木) 田窪寛之 (pf) 安田幸司 (b) 長谷川ガク (ds)

★

♡

M.C￥4,000 ★
19 《守屋純子セクステット》
(金) 守屋純子 (pf) 岡崎好朗 (tp) 近藤和彦 (as)
岡崎正典 (ts) 安カ川大樹 (b) 加納樹麻 (ds)

◎
★
M.C￥4,000

20 《SOLO-DUO》
(土) ギラ・ジルカ (vo) & 矢幅歩 (vo)
竹中俊二 (g) 中西俊博 (vln) 楠井五月 (b)
21

(木) 岡崎正典 (ts) 片岡雄三 (tb) 山岡潤 (euph)
片倉真由子 (pf) 大塚義将 (b) 高橋徹 (ds)

16 《2 ペット クィンテット》

(火) 岡崎好朗 (tp) 松島啓之 (tp)

◎

M.C￥4,500 ★
22 TOKU(vo,ﬂh)
(月) 宮本貴奈 (pf) Marty Holoubek (b) 加納樹麻 (ds)
23 《河合代介ハモンド B3 オルガンジャズ》
(火) 河合代介 (org) 太田剣 (as,ts,ss) 大槻 "KALTA" 英宣 (ds)

(土) 小田桐和寛 (ds) Simon Moullier(vib) Luca Alemanno(b)

24 《池田篤クァルテット》
(水) 池田篤 (as) 熊谷泰昌 (pf) 池尻洋史 (b) 濱田省吾 (ds)

7
8

M.C ￥5,000 ★ ◎

25 《フロントページオーケストラ》定期公演
(木) 三木俊雄 (ts) 松島啓之 (tp) 岡崎好朗 (tp)

Closed
Closed 臨時振替休み

9 《椎名豊トリオ》

福田重男 (pf) 上村信 (b) 柴田亮 (ds)

10 伊東真紀 (vo)

11 《Tea from India》Tea(vo)
12 《スウィンギー トリオ》

★

13 チャリート (vo)

★

15 《片倉真由子の世界》

(月) 片倉真由子ソロピアノ

Open 17:00 1st 18:00~2nd20~
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￥4,300 ★

M.C￥4,000 ★

(木) 伊藤ハルトシ (g) 柴田敏孝 (pf) 時枝弘 (b) 大津惇 (ds)

14 Closed

M.C￥4,000(for 1 Stage)￥7,000 (for 2 Stages)

http://www.y-murayama.jp

26 《類家心平クァルテット｢Ladyʼs Blues｣発売ライブ》
(金) 類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)

(水) 若井優也 (pf) 高橋陸 (b) 柴田亮 (ds)

(土) 若井優也 (pf) 高橋陸 (b) 海野俊輔 (ds)

1st/Remi リレット グレース･マーヤ スウィンキー チャリート

駒野逸美 (tb) 山岡潤 (euph) 近藤和彦 (as) 浜崎航 (ts)

(火) 椎名豊 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)

(金) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)

5/4 《レイモンド・マクモーリン (ts) クァルテット》M.C￥4,000★
(土) 片倉真由子 (pf) 粟谷巧 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
◎
M.C￥4,000 ★
5/5 《栗林すみれトリオ》
(日) 栗林すみれ (pf) 坂井紅介 (b) ヤヒロトモヒロ (perc)
◎
5/6 【第 9 回東日本大震災支援ライブ】
★
(月) 《Kengo Nakamura Presents「VOICES OF HOPE 9｣》
2nd/ 堀北やこ Ema 坂井レイラ知美 宮坂俊行 ギラ・ジルカ

Closed

(金) 井上智 (g) 片倉真由子 (pf) 増原巌 (b) 高橋信之介 (ds)
6 《小田桐和寛グループ from NY》

〜GW
M.C￥4,000 ★
5/1 宮坂俊行 (vo)
(水) 田窪寛之 (pf) 若井俊也 (b) 山田玲 (ds)
◎
5/2 《田中菜緒子トリオ》益子麻奈 (vo) M.C ￥4,000 ★
(木) 田中菜緒子 (pf) 上村信 (b) 利光玲奈 (ds)
◎
M.C￥4,000 ★
5/3 《金森もといトリオ》伊藤真紀 (vo)
(金) 金森もとい (b) 田窪寛之 (pf) 山田玲 (ds)
◎

◎

27 伊藤君子 (vo)◎
(土) 片倉真由子 (pf) 坂井紅介 (b) 中西和音 (ds)

28 《グレース･マーヤ弾き語りトリオ》
(日) グレース･マーヤ (pf,vo) SOKUSAI(b) マサ小浜 (g)

◎
★

◎
★
29 《森泰人 from Sweden＆木住野佳子》 M.C￥4,500 ◎
(月) 森泰人 (b) from Sweden 木住野佳子 (pf) 加納樹麻 (ds)
30 《ビューティフル・トリオ》
(火) 加納奈実 (as) 田中菜緒子 (pf) 須川崇志 (b,cello)

◎
♡

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

