クックテールくぼた ‑ 公式サイト

新潟県長岡市

11〜1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 : 2019‑11‑4 22:40:00

大晦日・元日の2日間はお休みさせていただきます。
また、毎週土曜日に開催中の【SATURDAY NIGHT JAZZ TIME】につきましても、12月上旬〜1月上旬ま
では休止とさせていただきますのでご了承下さい。
(※2020年1月11日〜再開いたします。)

なお、当店主催の【SPECIAL JAZZ LIVE】として、
11月24日(日)にはRHYTHMATRIXによるライブを、
来年1月21日(火)にはfragmentsによるライブを、
同じく1月27日(月)にはHUMADOPE2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。

◎11月24日(日)
開場 18:00
開演 19:00
【出演】≪RHYTHMATRIX≫
(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。）

◎1月21日(火)
開場 18:00
開演 19:00
【出演】≪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
【料金】
フリードリンク付…7,000‑
ワンドリンク付……5,000‑
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◎1月27日(月)
開場 18:00
開演 19:00
【出演】≪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/
【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。）

→→→ 来年1月に行う上記2つのライブは間隔が短いため、お得な共通チケットを作成いたしま
した! ←←←
→→→ 通常1ドリンク付×2で10,000‑のところ、共通チケットは1枚9,000‑で販売しております!
←←←
→→→ 両日ともに、当日の受付にて2,000‑お支払いいただければフリードリンク付への変更も
可能です! ←←←
→→→ 店頭販売のみ・数量限定の貴重なチケットとなっておりますので、是非お早めにお買い
求め下さい! ←←←

↓↓↓Coming Soon↓↓↓
◎2月11日(火祝)≪ Grace Mahya Trio feat. 田中邦和 安ヵ川大樹≫
(vo,pf)Grace Mahya http://www.gracemahya.com/Grace̲Mahya/Welcome.html
(sax)田中 邦和 http://www.kuni‑kuni.net/
(b) 安ヵ川 大樹 http://daikiyasukagawa.com/
◎3月29日(日)≪北川潔トリオ≫
(b) 北川 潔 https://kitagawa.exblog.jp/
(pf)片倉 真由子 https://ameblo.jp/mayukokatakura/
(ds)山田 玲 https://akry0325.wixsite.com/akira‑y‑drums

↓↓↓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。)
◎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/
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(pf)水口 かずみ
(b) 藤間 弘
(ds)猪股 光則

https://kazumi.grupo.jp/

◎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
(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
2020年
◎1月11日(土)
(tp)細木 紀克
(pf)細木 久美
(b) 坂井 己規
◎1月18日(土)
※↓新潟ジャズストリート↓開催日のため、通常営業とさせていただきます。
https://www.niigata‑jazzstreet.com/
◎1月25日(土)≪阿部泰比古カルテット≫
(sax)阿部 泰比古
(pf)古屋敷 剛
(b)五十嵐 誠
(ds)山本 悠
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、
11月4日(月祝)にはタンゴライブを、
12月1日(日)にはjajaライブを、
12月24日(火)にはBASUYAによるクリスマスライブを、
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それぞれ当店にて行いますのでご案内いたします。

『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

『jajaライブ』←※ご予約にて満席となりました。御礼申し上げます。
◎12月1日(日)
開場 17:30
開演 18:30
【出演】
≪jaja≫ http://jaja‑a.jp/
【料金】
ワンドリンク付……3,500‑
尚、終演後(22:00頃〜)jajaのメンバーを囲んでの打ち上げを当店で行います。
打ち上げは2時間飲み放題・オードブル付きでお1人様3,500‑です。
(※打ち上げのみのご参加はご遠慮下さい。)
ライブ・打ち上げ共に人数には上限がございますので、お早めのご予約をお薦めいたします。

『BASUYAライブ』
◎12月24日(火)
開場 18:30
開演 19:30
【出演】
≪BASUYA≫
https://basuya.jimdofree.com/%E5%85%A8%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%90%E3%82%B9%E3%83%95%E3%83
%AB%E3%83%BC%E3%83%88%E6%99%AE%E5%8F%8A%E5%8D%94%E4%BC%9A/
(BFl)渡瀬 英彦
(BFl)浅利 守弘
(BFl)渡辺 優子
(pf) 寺田 正彦
O.A.
≪ラ・フルール(フルートカルテット)≫
【料金】
ワンドリンク付……3,500‑(※当日4,000‑)
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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!
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