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www.ak-paradigm.com

戸田総合法律事務所
港区赤坂8丁目10 - 22　tel.03-3405-6345

ジャズイベントも開催 http://www.koshiro.co.jp

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 泉 経 営 会 計

鋼構造のパイオニア

http://www.y-murayama.jp

ジャズを愛しBODY&SOUL を応援しています。

新春…1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

皆さまにとって2020年が
お健やかで良い年になりますようお祈り申し上げます。

旧年中は BODY&SOUL をご贔屓いただき
ご来店ありがとうございました。

2020年もよろしくお願いいたします。
●

・前夜のKyokoママのステージレポート
・Kyokoママの出演者情報のコメント

・BS通信の毎月配信,etc
ホームページも、当店だけの他にはない情報満載
・【BS Jazzz Support】レーベルのリリース

・プロのシェフとバーテンダーのいるジャズクラブ
…

 One & Only な大人のジャズクラブを目指して
 今年もがんばります。

変わらず応援、よろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。
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1( 水 )～5( 土 ) お正月休み
今年の演奏はじめは 6 ( 月 )です
《Kejime Collective》クィンテット
山田玲 (ds) 広瀬未来 (tp) 高橋知道 (ts) 
渡辺翔太 (pf) 古木佳佑 (b)
《南青山六丁目楽団》セクステット
岡崎正典 (ts) 駒野逸美 (tb) 山岡潤 (euph) 
野本晴美 (pf) 大塚義将 (b) 高橋徹 (ds)
【BODY&SOUL Special】
《ファビアン・アルマザン トリオ》
ファビアン・アルマザン (pf) リンダ・オー (b) 
ヘンリー・コール (ds)                                       M.C ￥6,000
《デビット・バーグマン トリオ》
デビット・バーグマン (pf)fromNY 
パット・グリン (b) デニス・フレーゼ (ds)    M.C ￥4,000
《鈴木瑶子 里帰りライブ》
鈴木瑶子 (pf) 須川崇志 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
《守屋純子 セクステット》
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)
《井上智 ギタークァルテット》
井上智 (g) 武本和大 (pf) 増原巌 (b) 高橋信之介 (ds)
Closed 成人の日
《maiko バースデーライブ》
maiko(vln) 若井優也 (pf) 井上陽介 (b)
《類家心平クァルテット》
類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)

伊藤君子 (vo)  
竹下清志 (pf) 坂井紅介 (b) 加納樹麻 (ds)     M.C ￥4,000
《村田浩クィンテット》CD発売記念ライブ
村田浩 (tp) 岡田嘉満 (ts) 
岩崎壮平 (pf) 矢野伸行 (b) 高岡慶太 (ds)
《若井優也バースデーライブ》
若井優也 (pf) 楠井五月 (b) 石若駿 (ds)
Closed
《田窪寛之トリオ》
田窪寛之 (pf) 安田幸司 (b) 長谷川ガク(ds)
宮坂俊行 (vo)
若井優也 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds) 松原慎之介 (as)
《鈴木央紹リーダートリオ》
鈴木央紹 (ts) 宮川純 (org) 原大力 (ds)
《Jazz & World Music Nightトニー・グッピー ユニット》
トニー・グッピー (steelpan) 三好功郎 (g) 
戸谷仁一 (b) 藤井伸昭 (ds)
《ジーン・ジャクソン リーダートリオ》
ジーン・ジャクソン (ds) 片倉真由子 (pf) パット・グリン (b)
ウィリアムス浩子 (vo)
石田衛 (pf) 他未定
Closed
《松島啓之クァルテット》
松島啓之 (tp) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 木村紘 (ds)
《岡崎ブラザース》クィンテット
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)
《グレース･マーヤ弾き語り 時雨トリオ》
グレース・マーヤ (pf,vo) SOKUSAI(b) 菅野智昭 (ds)
TOKU(flh,vo)                                                        M.C ￥4,500
甲田まひる (pf) マーティ・ホルーベック(b) 守真人 (ds)
《デイビッド・ブライアント》from NY 
デイビッド・ブライアント(pf) 高橋陸 (b)
ジーン・ジャクソン (ds)                                     M.C ￥4,000


