いよいよ秋 9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
△印… シェフ休みでお食事はシンプル・メニュー

先月8月、
BODY&SOUL は45周年を迎えました。
特別企画
「小曽根真 3 Days」
を

15 《岡崎ブラザーズ》クィンテット

大盛況のうちに無事、
終えることができました。

(日) 岡崎好朗 (tp) 岡崎正典 (ts)

熊谷ヤスマサ (pf) 伊藤勇司 (b) 井川晃 (ds)

これまで支えてくださり応援してくださった

◎

16 Closed 敬老の日
17 《片倉真由子の世界》
(火) 片倉真由子 (pf) ソロピアノ
18 【BODY&SOUL Special】
(水) デンマークの歌姫《シーネ・エイ》＆トリオ from デンマーク
シーネ・エイ (vo) ヤコブ・クリストファーセン (pf)
レナート・ギンマン (b) モーテン・ルンド (ds)
後援：デンマーク大使館 M.C¥6,000 ★

1 Closed
2 《河合代介ハモンド B3 オルガンジャズ》
(月) 河合代介 (org) 太田剣 (as,ts,ss) 天野清継 (g)
大槻 "KALTA" 英宣 (ds)
3 TOKU(vo,ﬂh)
19 《田窪寛之トリオ》
(火) 北島佳乃子 (pf) 佐藤ハチ恭彦 (b) 菅野智明 (ds)
(木) 田窪寛之 (pf) 安田幸司 (b) 長谷川ガク (ds)
4 《池田篤クァルテット》
20 《Maiko リーダートリオ》
（水）池田篤 (as) 熊谷泰昌 (pf) 池尻洋史 (b) 濱田省吾 (ds)
（金）Maiko(vln) 若井優也 (pf) 井上陽介 (b)
5 《類家心平クァルテット》
21 《ミチ・フジ トリオ feat. エド・チェリー》From NY
（木）類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)
◎
(土) ミチ・フジ (vln) from NY エド・チェリー (g) from NY
6 山添ゆか (vo)
パット・グリン (b)
M.C￥4,500 ★
(金) 愛川聡 (g) 牧山純子 (vln) 岡本健太 (perc)
《キューバン・ナイト》
7 《グレース･マーヤ 弾き語りトリオ》
◎ 22
(日)
マコト (vo,perc) ムーチョ (g,vo, トレス ) 小泉哲夫 (b,chor)
(土) グレース･マーヤ (pf,vo) 日野 'JINO'賢二 (eb) マサ小浜 (g)
斎藤タカヤ (pf,chor)
◎
8 Closed
Closed
秋分の日
23
9 《増原巌 Whatʼs Up》増原巌 (b)
24 宮坂俊行 (vo)
(月) 田中洋一 (tp) 川村英樹 (ts) 堀秀彰 (pf) 安藤正則 (ds)
（火）田窪寛之 (pf) 若井俊也 (b) 山田玲 (ds)
10 《福田重男トリオ》
25 《山田拓児 FOLKLORE》セプテット
（火）福田重男 (pf) 吉野弘 (b) 奥平真吾 (ds)
（水）山田拓児 (as,ss,bcl) 土井徳浩 (ts,cl) 吉本章紘 (ts,ﬂ)
11 《スウィンギー トリオ *》
張替啓太 (tb) 片倉真由子 (pf) 千北祐輔 (b) 足立純菜 (ds)
（水）山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 利光玲奈 (ds)*
26 《鈴木央紹リーダートリオ》
12 《松島啓之クァルテット》
(木)
鈴木央紹 (ts) 宮川純 (org) 原大力 (ds)
（木）松島啓之 (tp) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 広瀬潤次 (ds)
情家みえ (vo)
27
13 《井上智ギタークァルテット》
★
(金)
熊谷ヤスマサ (pf) 井上陽介 (b) 井川晃 (ds)
（金）＆スペシャル シークレット ギタリスト
28 《伊藤君子 & 片倉真由子》デュオ・ステージ
井上智 (g) 武本和大 (pf) 増原巌 (b) 高橋信之介 (ds)
(土) 伊藤君子 (vo) 片倉真由子 (pf)
M.C ￥4,000 ★
14 チャリート (vo)
◎
（土）若井優也 (pf) 中村健吾 (b) 海野俊輔 (ds)
★ 29 Closed
30 《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)

ミュージシャンの方々・関係者の方・そして何より
ご贔屓にして下さるお客さまのおかげです。
皆様に感謝申し上げます。
これから次の節目である50周年に向けて
気持を新たに頑張ってまいります。
それに伴い、
ホームページをマイナー・リニューアル
致しました
（一気にというわけにはいかず
1ヶ月ほど掛けて完璧にニューアル致します）
また、
毎夜のKyokoママのステージレポートや
Kyokoママの出演者情報のコメントなど
当店だけの他にはない情報を充実させてゆきます。
これからも変わらず応援よろしくお願いいたします。

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

