初秋 9 月のBODY&SOUL
平日：開店 19:00 1st set 20:00 〜 /2nd set 21:40 〜
◎印…土曜･日曜･祝日のタイムテーブル：開店 18:00
1st.19:00/2nd.20:40 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…新設 New バースマンス・サービスデー

1 《鈴木良雄 Generation Gap》＋和太鼓＋鳴り物 M.C￥4,000
(木)
鈴木良雄 (b) 中村恵介 (tp) 山田拓児 (as,ss,bcl) ハクエイ･キム (pf)
大村亘 (ds) 友野龍士 ( 和太鼓 ) 坂本富美佳 ( ちゃんちき )

★

2 《SK 3》トリオ + 佐藤洋祐 (sax)
(金)
菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds) 佐藤洋祐 (sax)
3 リレット (vo)
(土)
秋田慎治 (pf) 吉田豊 (b) 海野俊輔 (ds)
4

★
◎

Closed

5 TOKU(vo,ﬂh)
M.C￥4,500 ★
(月)
宮川純 (pf) 楠井五月 (b) 菅野知明 (ds)

6 近藤和彦クァルテット 近藤和彦 (as)
(火)
サイモン･コスグローブ (pf) 上村信 (b) 大坂昌彦 (ds)

7 《ウィリアムス浩子 モンターク》ウィリアムス浩子 (vo)
(水)
馬場孝喜 (g) 佐藤浩一 (pf) 須川崇志 (b)

8 《大林武司 JJPC 優勝記念リーダーライブ》M.C￥5,000 ★
(木)
大林武司 (pf) 栗谷巧 (b) ユリシス・オーエンス Jr(ds)
9 チャリート (vo)
(金)
ユキ・アリマサ (pf) 中村健吾 (b) 加納樹麻 (ds)

★

10 《岡崎ブラザーズ クィンテット》岡崎好朗 (tp ) 岡崎正典 (ts)
(土)
菊池太光 (pf) 須川崇志 (b) 鈴木宏紀 (ds)
◎
11 Closed

♡
12 《南青山六丁目楽団》セクステッ
ト
(月)
岡崎正典 (ts) 片岡雄三 (tb) 山岡潤 (euph)
野本晴美 (pf) 大塚義将 (b) 高橋徹 (ds)

13 デイビッド・ネグレテ (as)
(火)
松本茜 (pf) 中林薫平 (b) 柴田亮 (ds)

14 栗林すみれリーダートリオ
(水)
栗林すみれ (pf) 須川崇志 (b) 山田玲 (ds)

♡

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

M.C￥6,000 ★
16 【BODY&SOUL Special】
(金) カミラ・メザ (vo, g) シャイ・マエストロ (pf) デュオ Day 1
17 Kengo Nakamura presents《ミュージカル ナイト》
(土) 川井佐知子 (vo) 青木さおり (vo) ゲスト : 日浦眞矩 (vo)
魚返明未 (pf) 中村健吾 (b) 高橋徹 (ds)

￥4,000 ★

M.C￥6,000 ◎ ★
18 【BODY&SOUL Special】
(日) カミラ・メザ (vo, g) シャイ・マエストロ (pf) デュオ Day 2
19 Closed

20 井上智 ギター クァルテット
(火) 井上智 (g) 片倉真由子 (pf) 増原巌 (b) 横山和明 (ds)
21 ウラジミール・シャフラノフ (pf)
(水) 若林美佐 (b) 藤井学 (ds)

M.C￥4,000 ★

22 《BS スペシャル セクステット》
(木) 近藤和彦 (as) 岡崎好朗 (tp) 片岡雄三 (tb)

◎

29《タクマ・ブラッドリー セプテット》
￥4,200 ◎ ★
(木)
タクマ・ブラッドリー (ts,vo) パトリック・ムーディ (tp)
タビ・フィールズ (perc) From NY 吉田智 (g)
小林岳五郎 (pf) 後藤勝臣 (b) 柴田亮 (ds)

30 ギラ・ジルカ (vo)
(金)
竹中俊二 (g) 楠井五月 (b) 岡部洋一 (perc)
♡新設New バースマンス・サービスデーの日は、
9月誕生月の方が、
お二人様で来店いただくと、
お一人様の M.Charge が半額、
♬ Happy Birthday
の演奏などのサービスがございます。
◉インターネット ハイレゾ放送 30分番組放送中
【BODY&SOUL A Wonderful Jazzy Night】
アクセス先など詳細はHPをご覧ください。
◉ あなたも、
貸し切りでお店を使ってみませんか。
メールまたはお電話でお気軽にご相談ください。
◉ Kyoko のエッセイ
「身も心もジャズ」好評発売中
★スペシャルイベントも併せ詳しくはHPをご覧ください

ジャズを愛し BODY&SOUL を応援しています。

片倉真由子 (pf) 楠井五月 (b) 横山和明 (ds)

23 【BS スペシャル イベント Day 1】M.C each set ￥6,500 ★
(金) 《伊藤君子 古希祝いスーパーデュオ》
伊藤君子 (vo) 小曽根真 (pf)

Open 18:00 1st set 19:00~ 2nd set 21:40~

24 【BS スペシャル イベント Day 2】M.C each set ￥7,000 ★
(土) 《小曽根真 リーダークァルテット》

鋼構造のパイオニア
http://www.y-murayama.jp

小曽根真 (pf) 中村健吾 (b) 高橋信之介 (ds)＋管未定
Open 17:00 1st set 18:00~ 2nd set 20:40~

◉両日とも 1st /2nd set 完全入れ替え制◉メンバー様先行
予約制◉一般受付は 9/12〜詳しくは HP をご覧ください

25 Closed

26 《ビューティフル デュオ》
(月) 加納奈実 (as) 田中菜緒子 (pf)

♡

27 福田重男トリオ
♡
(火) 福田重男 (pf) コモブチ・キイチロー (b) 奥平真吾 (ds)
28 レイモンド・マクモーリン (ts)
(水) 岡崎好朗 (tp) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 村上寛 (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

※当店は、俺の株式会社とは何の関係もございません。

