クックテールくぼた ‑ 公式サイト

新潟県長岡市

9〜11月のライブスケジュールについて
イベントのご案内
投稿者：:
Posted on : 2019‑8‑28 16:30:00

※台風19号の影響により、ライブ情報を更新いたしました。ご確認下さい。
10月6日(日)は研修のため、お休みさせていただきます。
なお、当店主催の【SPECIAL JAZZ LIVE】として、
9月1日(日)には椎名豊Trioによるライブを、
10月14日(月祝)にはakiko with 小林創によるライブを、
11月24日(日)にはRHYTHMATRIXによるライブを、
それぞれ当店にて行いますのでご案内いたします。

◎9月1日(日)
開場 16:00
開演 17:00
【出演】≪椎名豊 Trio≫
(pf)椎名 豊 http://home.att.ne.jp/air/y‑shiina/
(b) 本川 悠平 http://yuhei‑ponkawajazz.cocolog‑nifty.com/
(ds)広瀬 潤次 https://hirolin.jimdo.com/
【料金】
フリードリンク付…7,000‑
ワンドリンク付……5,000‑
↑それぞれプラス1,000‑で洋風お弁当をご用意いたします。（※3日前までに要予約。）

◎10月14日(月祝)
開場 18:00
開演 19:00
【出演】≪akiko with 小林創≫
(vo)akiko https://www.akiko‑jazz.com/
(pf)小林 創 http://kobayashihajime.g2.xrea.com/
【料金】
フリードリンク付…7,000‑
ワンドリンク付……5,000‑
↑それぞれプラス1,100‑で洋風お弁当をご用意いたします。（※3日前までに要予約。）

◎11月24日(日)
開場 18:00
開演 19:00
【出演】≪RHYTHMATRIX≫
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(pf)クリヤ・マコト http://www.makotokuriya.com/
(perc)安井 源之新 https://www.gennoshin.com/
(b) 納 浩一 https://www.osamukoichi.net/
(ds)ダニエル・バエデール https://www.danielbaeder.com/
【料金】
フリードリンク付…7,000‑
ワンドリンク付……5,000‑
↑それぞれプラス1,100‑で洋風お弁当をご用意いたします。（※3日前までに要予約。）

↓↓↓Coming Soon↓↓↓
◎12月1日(日)≪jaja≫

http://jaja‑a.jp/

◎1月21日(火)≪Fragments≫
(sax)田中 邦和 http://www.kuni‑kuni.net/
(tp)類家 心平 http://ruike.daa.jp/
(b) tatsu http://www.facebook.com/tatsu.todoroki
(ds)ヤマサキテツヤ https://twitter.com/tetsuyayamasaki
◎1月27日(月)≪HUMADOPE2≫
(tp)中村 恵介 https://ameblo.jp/keisuke‑nakamura/
(ts)吉本 章紘 https://www.akihiro‑yoshimoto.com/
(pf)魚返 明未 https://ameblo.jp/amiogaeri/
(b) 金森 もとい https://ameblo.jp/mottoi‑bass/
(ds)竹村 一哲 http://ittetsu2.web.fc2.com/

↓↓↓毎週土曜日に開催中の【SATURDAY NIGHT JAZZ TIME】出演者スケジュール↓↓↓
(※各日18:00開場・19:00開演、ミュージックチャージ500円＋通常オーダーです。)
◎9月7日(土)≪斉藤千奈&東・細木デュオ≫
(vo)斉藤 千奈
(pf)細木 久美
(b) 東 聡志
◎9月14日(土))≪Limoncello≫
(vo)板谷 圭美
(as)南雲 麻美 https://mami.grupo.jp/
(pf)水口 かずみ https://kazumi.grupo.jp/
◎9月21日(土)≪阿部泰比古カルテット≫
(sax)阿部 泰比古
(pf)古屋敷 剛
(b) 角谷 文明
(ds)多田 陸夢
◎9月28日(土)≪WHG≫
(g) 渡辺 ヒロユキ
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(pf)岡田 靖
(b) 佐藤 晃
(ds)佐藤 龍哉
◎10月5日(土)≪ブルーラッパ≫
(tp)白原 光明
(tp)小林 信康
(tp)穂苅 良隆
(tp)細木 紀克
(pf)尾崎 利彦
(b) 東 聡志
(ds)板井 正行
◎10月12日(土)≪土屋組≫ ←※台風19号の影響で、中止とさせていただきます。
◎10月19日(土)≪坂井セッションズ≫
(vib)城田 絵里子
(sax)上野 太摂
(pf)林 美菜子
(b) 坂井 己規
(ds)飯田 和彬
◎10月26日(土)≪阿部泰比古カルテット≫
(sax)阿部 泰比古
(pf)古屋敷 剛
(b) 東 聡志
(ds)山本 悠
◎11月2日(土)≪小竹美穂3≫
(vo)小竹 美穂
(pf)水口 かずみ https://kazumi.grupo.jp/
(b) 東 聡志
◎11月9日(土))≪ＭＩＮＴ≫
(as)南雲 麻美 https://mami.grupo.jp/
(pf)水口 かずみ https://kazumi.grupo.jp/
(b) 藤間 弘
(ds)猪股 光則
◎11月16日(土)≪cat walk≫
(vo)権藤 真弓
(pf)細木 久美
(b) 東 聡志
(ds)板井 正行
◎11月23日(土)≪ashiknep hum≫
(sax)砂川 恭子
(g) 渋谷 幸(from AcorhythmiX)
(b) 清野 リョウ
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(ds)田村 敏明
◎11月30日(土)≪HALF NOTE≫
(pf)三鈷 美香
(b) 田中 学
(ds)内山 二夫
また、お食事も兼ねたい方にはお1人様2,000‑で『ドリンクメニューから1杯&洋風お弁当付き(ミュ
ージックチャージ・消費税込み)』という≪お弁当プラン≫もご用意しておりますので、お気軽にお
申し付け下さい。(※3日前までに要予約。)
なお、お静かに飲みたい方・会話を楽しみたい方は当ビル1Fの姉妹店『Bar久保田』が各日19時〜通
常営業しておりますので、是非そちらをご利用下さい。

また、上記のほか、
9月29日(日)には長岡グランドホテルにて『カクテル・イン・ジャズタイム'19』を、
10月11日(金)には当店にてジャズライブを、
10月13日(日)には当店にてピアノトリオによるクラシックのコンサートを、
11月4日(月祝)には当店にてタンゴライブを行いますのでご案内いたします。

『カクテル・イン・ジャズタイム 19』
◎9月29日(日)
開場 17:30
開演 18:00
【出演】
(vo)和田 明 https://akiraskingdom.themedia.jp/
(tp)中村 恵介 https://ameblo.jp/keisuke‑nakamura/
(pf)堀 秀彰 https://horinky.withmusic.jp/
(b) 安ヵ川 大樹 http://daikiyasukagawa.com/
(ds)海野 俊輔 http://umishun.com/
【料金】
前売券…￥8,500‑(税込)
当日券…￥9,000‑(税込)
※【会場】
長岡グランドホテル 2F 悠久の間
(長岡市坂之上1丁目2番地1)
主催 日本バーテンダー協会 中越支部
後援 長岡社交飲食業組合
協賛 洋酒メーカー各社（賛助会）
このパーティーは、日本バーテンダー協会中越支部のバーテンダーが一堂に会しまして、ご来場の
みなさまに本物のカクテルを振る舞い、超一流のジャズミュージシャンたちによる生演奏と共にお
楽しみいただくというものです。
パーティー中のカクテルは基本的に飲み放題となっているほか、チケット付属の引換券と交換でお
飲みいただける プレミアム・カクテル もご用意いたします。
また、ビュッフェスタイル・立食式ですが、お料理の用意もございます。
パーティーの最中には豪華景品の当たる抽選会等も行われますので、是非とも最後までお楽しみ下
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さい。
※こちらのイベントに関するお問い合わせは、
クックテールくぼた（TEL：0258‑36‑3055）樋山または櫻井、
もしくはBar久保田（TEL：0258‑86‑8810）尾畑までお願いいたします。

『Revontulet Live』
◎10月11日(金)
開場 18:00
開演 18:30
【出演】
(pf)ヤマザキタケル http://yamazakitkr.com/TakeruYamazakisWebsite/Welcome.html
(b) 羽立 光孝 https://www.hatabass.com/
(ds)高野 真吾
Guest musician
(g) 斉藤 拓人
【料金】
3,500‑プラス1ドリンク注文(※当日500‑増)

『ピアノトリオ Autumn コンサート in クックテールくぼた』
◎10月13日(日)
↑※台風19号の影響により、中止とさせていただきます。
楽しみにされていた皆様、申し訳ありません。
次回の開催にご期待下さい。
『TANGO LIVE エチゴノソラニツドウ 2019』
◎11月4日(月祝)
開場 14:30
開演 15:00
【出演】
Ｒ・デル・ガトス
タンゴ・エチゴリアン
【料金】
ワンドリンク付……3,000‑(※高校生以下500‑)
【イベント事務局】
shige.nomo@gmail.com

また、10月24日(木)に長岡リリックホールにて行われる『jaja 長岡公演 Vol.5』の前売券も当店に
て販売しております。お気軽にお申し付け下さい。

ご予約・お問い合わせはお電話にて承っております。
【問】クックテールくぼた(TEL：0258‑36‑3055)

公式Twitterあります!

@cocktail̲kubota
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←フォローお願いします!
2021‑9‑27 0:05:17 ‑ 5

