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 デイリーコメト　Written by Kyoko 

今月のコメントは紙面の関係で、お休みです。
ホームページのスケジュール欄でご覧ください。

8 月から、ホームページもリニューアル !! 詳しくは
ホームページをご覧ください。アッと驚くオープニング
イベント（10月、会員優先）もご用意しています。
http://www.bodyandsoul.co.jp  検索は「BODY&SOUL」

残暑 ９月の BODY&SOUL
平日 開店 19:00  1st set 20:00 ～ /2nd set 21:45 ～
◉ 店内改装のため9/21~9/24の4日間 臨時休業 ◉

★は学割除外日

ジャズを愛しBODY&SOUL を応援しています。

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

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
小	
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www.ak-paradigm.com

鋼構造のパイオニア

http://www.y-murayama.jp

松島啓之 (tp) 山田穣 (as)
今泉正明 (pf) 上村信 (b) 広瀬潤次 (ds)
[Modern Jazz♫Standard]￥3,500
土岐英史 (as) 市原ひかり(tp) 宮川純 (org) 
坂井紅介 (b) 横山和明 (ds)
[Modern Jazz♫Original,Standerd]￥3,500
《アムステルダム・ジャズ・コネクション》
from Netherlands
ヨースト・スワート(pf) イェルン・フィアダーフ(b)
リック・モル (tp) セバスティアン・カプテイン(ds)
[Modern Jazz♫Standerd,Original]￥5,000 ★
菊池太光 (pf) 楠井五月(b) 横山和明 (ds) 
[Modern Jazz♫Standerd]￥3,500
【9/5~9/7イスラエル ジャズ特集 3 Days】
イスラエル ジャズ特集Day 1
ロイ・アサフ(pf) タミール・シュマーリング (b)
ジェイク・ゴールドバス(ds)
[Modern Jazz♫Standerd,Original]￥5,000 ★
イスラエル ジャズ特集Day 2
アヴィシャイ・コーエン(tp) タル・マシアハ (b)
ジェフ・バラード(ds)
[Modern Jazz♫Standerd,Original]
￥5,000 ★(￥7,000 for 2 stages)
※Open 18:001st.19:00/2nd.20:45
イスラエル ジャズ特集Day 3
ヤロン・ヘルマン(pf) ハガイ・コーエン・ミロ (b)
ジブ・ラヴィッツ(ds)
[Modern Jazz♫Standerd,Original]
￥5,000 ★(￥7,000 for 2 stages )
※Open 18:00 1st.19:00/2nd.20:45
《山添ゆか CD 発売記念ライブ》
山添ゆか (vo) 秋田慎治 (pf)
中村健吾 (b) 藤井学 (ds) 岡崎好朗 (tp)
[Jazz Vocal♫Standerd]￥3,500 ★

《TRIO’ ｢Amazing Grece｣ 発売記念ライブ》
市原康 (ds) 福田重男 (pf) 森泰人 (b) from Sweden
[Modern Jazz♫Standerd]￥4,000
《スウィンギー トリオ》
山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)
[Modern Jazz♫Standerd]￥3,500
グレース･マーヤ (pf,vo) 弾き語り
千北祐輔 (b) 他未定
 [Jazz Vocal♫Standerd,Pop tune]￥3,500
情家みえ (vo) 
栗林すみれ (pf) 楠井五月(b) 山田玲 (ds)
[Jazz Vocal♫Standerd]￥3,500
ケイシー・コスタ(g,vo)ギター弾き語り
エダー・ラモス(pf) 中村順一 (per)
[Sing with Play♫Brazilian music]￥3,500 
※Open 18:00 1st.19:00/2nd.20:45
上田裕香 (vo) 中嶋錠二 (pf) 
須川崇志 (b) 井上功一 (ds) 酒井麻生代 (fl)
[Brazilian music]￥3,500 
※Open 18:00 1st.19:00/2nd.20:45
Closed
《Generation Gap》
鈴木良雄 (b) ハクエイ・キム (pf)
大村亘 (ds) 山田拓児 (as,ss,bs) 中村恵介 (tp,flh)
[Modern Jazz♫Original]￥3,500
《｢The Past is the Present｣発売記念ライブ》
タクマ・ブラッドリー (ts) パトリック・ムーディー (tp)
矢藤亜沙巳 (pf) 千北祐輔 (b) 石若駿 (ds)
[Modern Jazz/Jazz-Funk♫Original]￥4,000 ★
近藤和彦 (as) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 大坂昌彦 (ds)
[Modern Jazz♫Original,Standerd]￥3,500
木住野佳子 (pf) 佐藤慎一 (b) 岡部洋一 (perc)
[Modern♫JazzOriginal]￥4,000 ★
Ema(vo)
成田祐一 (pf) 中津裕子 (b) 佐藤ことみ (ds)
[Jazz Vocal♫Standerd]￥3,500 
※Open 18:00 1st.19:00/2nd.20:45

改装初日
TOKU(vo,flh)
宮川純 (pf,key) 楠井五月(b) 山田玲 (ds)
[Modern Jazz,Jazz Vocal♫Standerd,Pop tune]
￥3,500 ★(￥5,000 for 2 stages)
伊藤君子 (vo)
片倉真由子 (pf) 安カ川大樹 (b) 海老沢一博 (ds)
[Jazz Vocal♫Standerd, 津軽弁 version]￥3,500 ★
《SOLO-DUO》
ギラ・ジルカ(vo) 矢幅歩 (vo)
中島徹 (pf) 中村健吾 (b)
[Jazz Vocal Duo♫Standerd,Original]￥3,500 ★
※Open 18:00 1st.19:00/2nd.20:45
Closed
福田重男 (pf) 上村信 (b) 奥平真吾 (ds)
[Modern Jazz♫Standerd,Original]￥3,500
大野えり(vo)
若井優也 (pf) 米木康志 (b) 原大力 (ds)
[Jazz Vocal♫Standerd,Original]￥3,500


