JULY

7

c・ l・ u・ b・ t・ m・ u・ s・ i・ c ・ & ・ b・ a・ r

２０２1 Live Schedule

＜営業時間のご案内＞
7月11日(日)迄：OPEN 16:30～CLOSE 20:00
※アルコール飲料の提供は19時迄。
7月12日(月)以降：OPEN 16:30～CLOSE 20:00
※ノンアルコール飲料での営業となります。
～～STAGE 17:30より 2 Set <19:40 終了予定> ～～
（時間帯はプログラムにより調整させて頂きます。）

● club t Live Music Movie を配信しております。
・動画配信ページのご案内 https://clubt220music.com/payment
.０３-３４２３-９７６５

Reservation
MON

5

臨時休業

TUE

WED

www.clubt220music.com
info@clubt220music.com

THU

FRI

SAT

1

2

3

SUN

4

ZIBAZIBA ZIPANG

KEIAI & MAHIRO

RIYUKO & YUKI

Ｓｅｓｓｉｏｎ Night

POPS Night

Ｓｅｓｓｉｏｎ Night

須古典明 & 永塚博之
JAZZ Night

矢藤みゆき (Vo/P) 原とも也 (G)

敬 愛 ・MAHIRO (Vo)
片桐幸男 (G) HIROMI (P)

田中利由子・片山由来 (Vo)
砂原嘉文 (P) 渡邊裕美 (b)

須古典明 (G) 永塚博之 (B)
藤田佐奈恵 (MC/Vo)

11

河合一さん BD PARTY

6

7

8

9

グレース美香 & 三木成能
JAZZ Night

須古典明 & 三木成能

FUKUMI & 青野りえ

RIYUKO , YOKO and TOMO

10
敬 愛 & 沢井利江

Modulation

Vocal Night

Vocal Group Night

POPS Night

グレース美香(Vo)
三木成能 (P)

須古典明 (G) 三木成能 (P)
あさばみほ ・Kanako (Vo)

FUKUMI ・青野りえ(Vo)
中谷幹人 (P) 下田雄人 (G)

田中利由子

敬 愛 ・ 沢井利江 (Vo)
田中Mic 靖 (G) Tomochin (P)

休業日

YOKO Jk ・山本友子 (Vo)

18

中谷幹人 (P)

12
KEIAI , Chaccha & ATSUO
POPS

敬 愛 ・Cｈaccha (Vo)

堺 敦生 (P)
19

臨時休業

13

14

15

16

17

小泉明子& 平松加奈
GYPSY JAZZ Night

程嶋日奈子 & 松井玲央
JAZZ and POPs

高木里代子

a Love in the night

永井隆雄 & 南雲麻美
JAZZ Night

MAHIRO Birthday LIVE!!
POPS

小泉明子 (P/Vo) 平松加奈 (Vio)
ふるみまや ・小山郁美 (Vo)

松井玲央 (P) 程嶋日奈子(B)
MAHIRO ・Saa Sha (Vo)

永井隆雄 (P) 南雲麻美(As)
池田聖子 ・山本友子 (Vo)

MAHIRO ・カナン（Vo）
土師一雄 (P) 谷口幸生 (B)

休業日

25

高木里代子 (P)
程嶋日奈子(B) 西川彩織 (D)
Ayuko (Vo)

20

21

22

23

24

渡辺かづき & 三井大生
JAZZ & POPs

程嶋日奈子 & 寺島優樹
JAZZ and POPs

中野幸代 & 秋吉尋美
Vocal Night

KEIAI & MAHIRO

ZIBAZIBA ZIPANG

POPS Night

POPS Night

渡辺かづき（P) 三井大生 (Vio)
正木まどか ・小山郁美 (Vo)

程嶋日奈子(B)
寺島優樹 (P) 西川彩織 (D)
ひかり (Vo)

中野幸代 ・秋吉尋美 (Vo)
岩崎千春 (P)

敬 愛 ・MAHIRO (Vo)
田中 Mic 靖 (G) Tomochin (P)

矢藤みゆき(Vo/P) 原とも也 (G)

26

27

30

森まどか & あさばみほ
Vocal Night

28
小谷教夫

29

小林恵子
Piano & Vocal Night

川島智子

Ｓｅｓｓｉｏｎ Night

須古典明 & 南雲麻美
JAZZ Night

RIYUKO & Madoka

JAZZ Night

小林恵子 (P/Vo)

森まどか ・あさばみほ(Vo)
青木弘武 (P)

小谷教夫（P）鈴木ひろゆき（ｂ）
マミコバード・一泉ナオ子 (Vo)

川島智子・中村真弓 (Vo)
永井隆雄 (P) 南雲麻美 (As)

須古典明 (G) 南雲麻美 (As)
田口理恵 ・優 奈 (Vo)

田中利由子・正木まどか (Vo)
片桐幸男 (G) 中谷幹人 (P)

AUGUST

8

休業日

Miyui
Christopher Kong (Vo)
31
Ｓｅｓｓｉｏｎ Night

c・ l・ u・ b・ t・ m・ u・ s・ i・ c ・ & ・ b・ a・ r

２０２1 Live Schedule

＜営業時間のご案内＞
8月21日(土)迄：OPEN 16:30～CLOSE 20:00
※ノンアルコール飲料での営業となります。
～～STAGE 17:30より 2 Set <19:40 終了予定> ～～
8月23日(月)以降：OPEN18:00～CLOSE 22:00
～～STAGE 19:00より 3 Set <21:40 終了予定> ～～
・自粛要請の状況によりまして、変更させて頂きます。
（時間帯はプログラムにより調整させて頂きます。）
MON

TUE

WED

● club t Live Music Movie を配信しております。
・動画配信ページのご案内 https://clubt220music.com/payment
.０３-３４２３-９７６５

Reservation
THU

FRI

www.clubt220music.com
info@clubt220music.com
SAT

SUN

1

休業日

2
KEIAI , RIHO & ATSUO

3

4

5

6

7

グレース美香 & 正木まどか
Vocal Night

RIYUKO , MARI and TOMO

RIYUKO & Madoka

ZIBAZIBA ZIPANG

POPS

須古典明 & 南雲麻美
JAZZ Night

Vocal Group Night

Ｓｅｓｓｉｏｎ Night

POPS Night

敬 愛 ・Riho (Vo)
堺 敦生 (P)

須古典明 (G) 南雲麻美 (As)
ふるみまや ・Kanako (Vo)

グレース美香・正木まどか(Vo)
青木弘武 (P)

田中利由子
柏木麻里・山本友子 (Vo)
中谷幹人 (P)

田中利由子・正木まどか (Vo)
中谷幹人 (P)

矢藤みゆき(Vo/P) 原とも也 (G)
敬愛

13

Christopher Kong (Vo)
14

9 振替休日

10

11

12

SAKIKO,AYAKA and MARIE
Summer Mini Concert

小泉明子 & 三井大生
GYPSY JAZZ Night

相羽 薫
songs from OPERA ＆CINEMA

MAHIRO & 潟永絵美

RIYUKO & 優奈

Vocal Night

Ｓｅｓｓｉｏｎ Night

西野絢賀 Ayaka Nishino Violin
矢部咲紀子Sakiko Yabe Violin
木米真理恵 Marie Kiyone Piano

小泉明子 (P/Vo) 平松加奈 (Vio)
Fukumi ・マミコバード(Vo)

相羽 薫 Mezzo Soprano
矢部咲紀子 Violin
くぼなつみ Piano

MAHIRO・潟永絵美 (Vo)

16

臨時休業

夏期休業日

鈴木史門 (P)

22

18

19

20

21

程嶋日奈子 & 松井玲央
JAZZ and POPs

田口理恵 & あさばみほ
Vocal Night

川島智子

Ｓｅｓｓｉｏｎ Night

土師一雄
Soul & POPS Night

渡辺かづき（P) 三井大生 (Vio)
Miyui ・小山郁美 (Vo)

松井玲央 (P) 程嶋日奈子(B)

田口理恵・あさばみほ (Vo)
中谷幹人 (P) 下田雄人 (G)

川島智子
池田聖子・中村真弓 (Vo)
永井隆雄 (P) 畠山芳幸 (b)

15

休業日

17

MAHIRO

休業日

田中利由子・優 奈 (Vo)
鈴木史門 (P)

渡辺かづき & 三井大生
JAZZ & POPs

沢井利江 ・SaaSha (Vo)

8

土師一雄 (P) 渡邊裕美 (b)
MAHIRO ・優 奈 (Vo)

休業日

23

24

25

26

27

28

29

小林恵子
Piano & Vocal Night

高木里代子

程嶋日奈子 & 松井玲央
JAZZ and POPs

小谷教夫
JAZZ Night

須古典明 & 三木成能

RIYUKO , YOKO and MARI

Modulation

田口理恵 & MAHIRO
Vocal Night

松井玲央 (P) 程嶋日奈子(B)
青野りえ・秋吉尋美(Vo)

小谷教夫（P）鈴木ひろゆき（ｂ）
一泉ナオ子 ・正木まどかVo)

須古典明 (G) 三木成能 (P)
藤田佐奈恵 ・小山郁美 (Vo)

田口理恵・MAHIRO (Vo)
小泉明子 (P) 戸谷仁一 (B)

小林恵子 (P/Vo)

30
KEIAI , Chaccha & ATSUO
POPS

敬 愛 ・Cｈaccha (Vo)
堺 敦生 (P)

a Love in the night
高木里代子 (P)
程嶋日奈子(B) 西川彩織 (D)
ひかり (Vo)

31
鈴木史門 & 南雲麻美
jazz Night
鈴木史門 (P)南雲麻美(As)
中野幸代
山本友子・あさばみほ (Vo)

音楽で元気をチャージライブ
田中利由子
YOKO Jk ・柏木麻里 (Vo)
砂原嘉博 (P)
渡邊裕美 (B) 板谷達也 (D)

