春！…3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.21:30~ M.Charge 通常 ¥4,000 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

15 Closed
16 《大口純一郎ブラジリアン音楽》ゲストシンガー：上田裕香
(月) 上田裕香 (vo) 大口純一郎 (pf)
コモブチ・キイチロウ (b) ダニエル・ペーター (ds)
17 《松島啓之クァルテット》
(火) 松島啓之 (tp) 今泉正明 (pf) 上村信 (b) 木村紘 (ds)
18 《岡崎好朗 リーダー クァルテット》
（水）岡崎好朗 (tp) 田中菜緒子 (pf) 伊藤勇司 (b) 井川晃 (ds)
19 高田恵美 (vo)

1 Closed
2 《椎名豊トリオ》
（木）井上智 (g) 若井優也 (pf) 増原巌 (b) 横山和明 (ds)
(月) 椎名豊 (pf) パット・グリン (b) 広瀬潤次 (ds)
M.C ￥5,000 ★
20 メイ・オキタ トリオ from LA
3 ひな祭りスペシャル《木住野佳子トリオ》 M.C ￥4,500 ★ （金）｢Art of Life｣日本語版リリースツアー 2020
(火) 木住野佳子 (pf) 早川哲也 (b) ジーン・ジャクソン (ds)
メイ・オキタ (vo) ジョシュ・ネルソン (pf) ラリー・クーンズ (g)
4 《山岡未樹 グレートジャズ サウンズ》
21 《鈴木良雄バースデー &BASS TALK ラスト・ライブ》
（水）山岡未樹 (vo) 近藤 和彦 (as) 松島啓之 (tp)
(土) 鈴木良雄 (b) 井上信平 (ﬂ) 野力奏一 (pf) 岡部洋一 (perc) ◎
あびる竜太 (pf) 納 浩一 (b) 広瀬潤次 (ds)
22 Closed
5 《嶋津健一トリオ》
23 《田中菜緒子トリオ》
（木）嶋津健一 (pf) 加藤真一 (b) 今村健太郎 (ds)
(月) 田中菜緒子 (pf) 上村信 (b) 利光玲奈 (ds)
6 《ビューティフル・トリオ》
24 《高澤綾 リーダー クァルテット》高澤綾 (tp)
(金) 加納奈実 (as) 田中菜緒子 (pf) 須川崇志 (b,cello)
(火) 佐藤洋祐 (as) 森下滋 (pf) 中村健吾 (b) 原島燎平 (ds)
7 《情家みえレコ発ライブ》with《スウィンギー トリオ》
25 《増原巌 OMD=One More Drink》
(土) 情家みえ (vo) 山本剛 (pf) 香川裕史 (b) 大隅寿男 (ds)
◎ (水) 増原巌 (b) 市原ひかり (tp,vo) 石田衛 (pf)
8 Closed
26 【北川潔 2 Days Special】Day 1
9 《キューバン・ナイト》ゲスト :TOKU(ﬂh,vo) M.C ￥4,500★ (木)《北川潔 片倉真由子 デュオ》
M.C ￥5,000 ★
(月) マコト (vo,perc) ムーチョ (g,vo, トレス )
27 【北川潔 2 Days Special】Day 2
小泉哲夫 (b,chor) 斎藤タカヤ (pf,chor) TOKU(ﬂh,vo)
(金)《北川潔 リーダートリオ》
10 《鈴木央紹リーダートリオ》
北川潔 (b) 片倉真由子 (pf) 山田玲 (ds)
M.C ￥6,000 ★
(火) 鈴木央紹 (ts) 宮川純 (org) 原大力 (ds)
M.C ￥4,200 ★
28 伊藤君子 (vo)
11 《デニス・ランバート リーダートリオ》
◎
(土) 田中信正 (pf) 楠井五月 (b) 海野俊輔 (ds)
（水）デニス・ランバート (pf) パット・グリン (b) 大坂昌彦 (ds)
◎
M.C ￥4,500 ★
29 TOKU(vo,ﬂh)
12 《SK 4》
(日) トニー・サックス (pf) マーティ・ホロベック (b)
(木) 佐藤洋祐 (as,vo) 菊池太光 (pf) 楠井五月 (b) 山田玲 (ds)
高橋なおき (ds)
13 《類家心平クァルテット》
３０《片岡雄三 トロンボーン クァルテット》
(金) 類家心平 (tp) 中嶋錠二 (pf) 鉄井孝司 (b) 吉岡大輔 (ds)
(月) 片岡雄三 (tb) 菊池太光 (pf) 大塚義将 (b) 広瀬潤次 (ds)
★ ３１《福田重男トリオ》
14 《金子健トリオ》
◎ (火) 福田重男 (pf) 金森もとい (b) 奥平真吾 (ds)
(土) 金子健 (b) 森丘ヒロキ (pf) 今泉総之介 (ds)

ダウンビート誌の
World's Greatest Jazz Venues 106
今年も選ばれました

創刊 86年、
米国で最も歴史と権威ある音楽雑誌
「Down Beat」
誌で、
今年も
世界のジャズクラブ106に選定されました。
日本では、
当店 BODY&SOUL と ピット・インの2店だけ。
料理のミシュラン・ガイドのように、
覆面調査員が
実際に訪れて選出されているようです。
これも応援してくださっているお客さまのおかげです。
One&Onlyなジャズクラブ
これからもよろしくお願い致します。
【HPもOne&Onlyです】
・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
・
【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

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

