師走 12 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…新バースマンス・サービスデー

1 【BODY&SOUL Special】寺久保エレナ里帰りライブ

(金) 寺久保エレナ (as) 片倉真由子 (pf)

金森もとい (b) 高橋信之介 (ds)
M.C ￥5,000 ★
2 《村上寛 (ds) リーダー クァルテット》ゲスト : 峰厚介 (ts)
(土) 森田修史 (ts) 熊谷ヤスマサ (pf) 吉田豊 (b) 村上寛 (ds) ◎
3 Closed
M.C ￥4,000 ★
4 《BS スペシャル クィンテット ver.C》
(月) 近藤和彦 (as) 浜崎航 (ts,ss)
椎名豊 (pf) 井上陽介 (b) 江藤良人 (ds)
M.C ￥4,000 ★
5 《福井ともみ セクステット》
(火) 福井ともみ (pf) 松島啓之 (tp) 岡淳 (ts,ﬂ)
太田剣 (as) 俵山昌之 (b) 藤井学 (ds)
6 《大口純一郎リーダークィンテット》大口純一郎 (pf)
(水) 米木康志 (b) 吉良創太 (ds) かただ新一 (ts) 市原ひかり (tp)
7 《岡崎正典トリオ》
♡
(木) 岡崎正典 (ts) 野本晴美 (pf) 大塚義将 (b)
M.C ￥4,500 ★
8 与世山澄子 (vo)
(金) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) バイソン片山 (ds)
M.C ￥6,000 ★ ◎
9 【BODY&SOUL Special】
(土) 《中村恭士トリオ From NY「Home Town」発売日本ツアー》
当店 2Days Day 1 日本ツアー初日
中村恭士 (b) ローレンス・フィールド (pf) クラレンス・ペン (ds)
10 Closed
11 《若井優也 楠井五月 デュオ》
(月) 若井優也 (pf) 楠井五月 (b)
12 《田中菜緒子「I Fall in Love Too Easily」発売記念ライブ》
(火) 田中菜緒子 (pf) 安カ川大樹 (b) 大坂昌彦 (ds)
13 《近藤和彦クァルテット》近藤和彦 (as)
♡
(水) サイモン・コスグローブ (pf) 上村信 (b) 大坂昌彦 (ds)
14 《ダブルボーカル ナイト》
(木) 紗理 (vo) 市原ひかり (tp,vo) 鈴木直人 (g) 山本裕之 (b)
M.C ￥6,000 ★
15 【BODY&SOUL Special】
(金)《ファビアン・アルマザン リンダ・オー FromNY デュオ》
ファビアン・アルマザン (pf) リンダ・オー (b)

16 【BODY&SOUL Special】日本ツアー最終日 M.C ￥6,000 ★
(土) 《中村恭士トリオ From NY ｢Home Town｣発売日本ツアー》◎
中村恭士 (b) ローレンス・フィールド (pf) クラレンス・ペン (ds)
17 Closed
18 《ビューティフル トリオ》
(月) 加納奈実 (as) 田中菜緒子 (pf) 須川崇志 (b,cello)

19 《片倉真由子 馬場智章 スペシャルクァルテット》M.C ￥4,000 ★
(火) 馬場智章 (ts) 片倉真由子 (pf) 粟谷巧 (b) 石若駿 (ds)
12/20 (水)〜12/25 (月) Happy Xʼmas Week＊
20 アシュトン・ムーア (vo) サイモン・コスグローブ (pf)
(水) パット・グリン (b) ジーン・ジャクソン (ds)M.C ￥4,000 ★
21 リレット (vo)《福田重男トリオ》
M.C ￥4,000 ★
(木) 福田重男 (pf) 吉野弘 (b) 奥平真吾 (ds)
22 《レイモンド・マクモーリン (ts) クァルテット》M.C ￥4,000 ★
(金) 片倉真由子 (pf) 粟谷巧 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
23 恒例ファミリー・クリスマスデー
◎
(土) グレース･マーヤ (pf,vo) 日野 "JINO" 賢二 (b) FUYU(ds)
昼 M.C 大人￥4,000 中学生￥2,000 中学生未満￥1,500
Open 13:30 1st 14:00 ~ 17:00 途中休憩 30 分
夜 グレース･マーヤ (pf,vo)
日野 "JINO" 賢二 (b) FUYU(ds)
M.C ￥4,000 ★
24 [X'mas Eve] 伊藤君子 (vo)
M.C ￥4,300 ★
(日) 片倉真由子 (pf) 坂井紅介 (b) 海老沢一博 (ds)
◎
25 [X'mas]《BS スペシャル セクステット ver.E》
(月) 近藤和彦 (as) 岡崎好朗 (tp) 岡崎正典 (ts)
片倉真由子 (pf) 楠井五月 (b) 横山和明 (ds)M.C ￥4,000 ★
26 《BIG CATCH》「Prisoner of Love」発売記念ライブ
(火) 松本茜 (pf) 本川悠平 (b) 海野俊輔 (ds) feat: 浜崎航 (ts)
27 《情家みえ｢エトレーヌ｣発売記念ライブ》
(水) 情家みえ (vo)《スウィンギー トリオ》
山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds) M.C ￥4,000 ★
28 《フロントページ オーケストラ》今年最後の定期公演
(木) 三木俊雄 (ts) 松島啓之 (tp) 奥村晶 (tp) 片岡雄三 (tb)
山岡潤 (euph) 近藤和彦 (as) 浜崎航 (ts)
福田重男 (pf) 上村信 (b) 柴田亮 (ds)
M.C ￥4,300 ★
29 30 Closed
31 大晦日大恒例【カウントダウン セッション】 ￥6,000＊★
(日) 第 1 部 片倉真由子グループ 片倉真由子 (pf) 粟谷巧 (b)
ジーン・ジャクソン (ds) 馬場智章 (ts) 吉本章弘 (ts)
第 2 部 TOKU グループ TOKU(vo,ﬂh)
グラント・リチャーズ (pf) 楠井五月 (b) 守真人 (ds)

＊Happy Xʼ mas Week 12/20~12/25
毎年大好評クリスマス特別プレートお食事（要予約）
ご希望の方に当店の CD レーベル｢ライブ録音シリーズ｣
をクリスマスプレゼントいたします。
＊大晦日カウントダウンセッション 12/31
開店は夜 9 時〜 お会計は現金でお願い致します。
◉お正月休みは 1 月 4 日まで
新年は 1 月 5 日 ( 金 ) から演奏開始です
◉ほぼ毎晩 ライブステージを中継配信
Twitter の当店のタイムライン上で
2 nd セットのステージを中継配信しています。
プレミアムなジャズクラブに､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…
ここは人生の
「サードプレイス」
プレミアムなひとときをお過ごしください。
他とは一味違うホームページも訪れてください。
検索は
〈BODY&SOUL〉

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
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

