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OSAKA 2014.4.20 sun. OPEN
ブルーノートジャパンがプロデュースする、音楽、本、そして食という要素が融合した空間
ブルックリンパーラーが、2014 年 4 月 20 日（日） 大阪・心斎橋にオープン。

世界で活躍する超一流の DJ たちによるイベント "Good Music Parlor" が本格スタート。

株式会社ブルーノートジャパン（本社：東京都港区

代表取締役 伊藤洋翔）がプロデュースする Brooklyn Parlor（ブルックリンパーラー）が、

2014 年 4 月 20 日に、大阪・心斎橋（ORE 心斎橋ビル

B1F）にオープン致しました。

世界で活躍する超一流の DJ たちが新宿三丁目を盛り上げてきたイベント "Good Music Parlor" が、大阪・心斎橋でもスタート。
食、本の展開と合わせ、音楽の要素も充実し、ブルックリンパーラーが提案する空間が本格的に始動します。
N.Y のマンハッタン島の東側に位置するブルックリン。倉庫街としても知られ、古くからベッドタウンとして機能していたこのエリアは、1990 年以
降、多くのアーティストやミュージシャンなどが移り住み、様々な人種、文化が交錯し、先端のカルチャーを発信しながらも、マンハッタンにはな
い開放感とコミュニティーが存在する魅力的なエリアとして注目され続けています。
そのブルックリンという街の魅力をコンセプトに、2009 年 9 月、東京・新宿でデビューしたブルックリンパーラーは、食事やお酒を愉しみながら、
新しい音楽や本に出会える場所として、カルチャーを発信してきました。2012 年には、福岡・博多にオープンし、それぞれの磁場にあったスタ
イルの展開を行っています。
ブルックリンパーラー大阪では、食文化が充実する大阪らしく「食」、ブルックリンパーラーの大切な要素の一つである「音楽」、新たに「言葉」
を軸としたブックセレクトと、生音楽のライブステージを充実させ、西日本の文化、経済の中心で、新たなブルックリンパーラーのカルチャーを
発信します。
※６月、7 月のイベントプログラムは本プレスリリースの 3 ページ目をご参照ください。

あなたにとって新しい本や音楽に出会える場所。
そして、ステージを愉しみながら、
食事、カフェ、お酒を味わえる場所が、
ここブルックリン パーラーです。

ブルーノートジャパンがプロデュースする［ブルックリン パーラー］。
ここは、音楽、本、そして食という要素が融合した空間です。
N.Y のマンハッタン島からイースト リバーを渡ったところにある街、ブルックリン。
そこには、ポジティブな自由さが、混沌とした文化の面白さが、
隣人やその土地ならではの磁場を大切にする気持ちがあります。
ブルックリン出身のミュージシャン、ルー・リードは、かつて『ワイルドサイドを歩け』と唄いました。
即効性ばかりが求められるいまだからこそ、文化や芸術がもつ遅効性のたのしさを。
どこへ行っても同じような空間だからこそ
土地に根ざしたデイリーフードと、誰もが気楽に集まれるここにしかない痕跡を。

http://www.brooklynparlor.co.jp/
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ブルックリンパーラーが提案する、音楽、本、食とは？
MUSIC
世界で活躍する超一流の DJ たちが登場するイベント “Good Music Parlor” や、国内外、あらゆるジャ
ンルで活躍するアーティストのライブを開催。お食事をしながら、リラックスした贅沢なひとときを。

ニューヨークの “Blue Note” を本店に持つ「ブルーノート東京」がお届けする、ライブとお食事の新し
い関係をご堪能ください。

"Good Music Parlor" が、隔週木曜日に、大阪でもスタートします。
※６月、７月のプログラムは、本プレスリリースの 3 ページ目をご参照ください。
※８月以降のイベントのスケジュールは、オフィシャルサイト内にて随時ご案内致します。
http://www.brooklynparlor.co.jp/osaka/event/

BOOK
ブルックリンパーラー大阪では、その場で本を読み、買っていただくこともできます。

「食／音楽／言葉」というテーマのもと、柔らかいものから堅いものまで多種多様な本を選びました。

ブルックリンを舞台に小説を書き続けるポール・オースターの小説や、ルー・リードのソングブック。
ブルックリンの兄弟が立ち上げたチョコレートブランド、マストブラザーズのレシピなども並ぶかも
しれません。

ブルックリンという街に息づく風通りのよい抜け感や、「なんでも自分なりに工夫してやってみよう」
という彼らなりの D.I.Y. 精神をここの本棚から感じてもらえれば嬉しいです。
左：『I Lego N.Y.』 Christoph Niemann （Harry N. Abrams）
右：『Pass Thru Fire: The Collected Lyrics』 Lou Reed （Da Capo Press）

FOOD & DRINK
たくさんの人種や文化が交錯し多様な食文化を持つ街、ブルックリン。ベーシックな食べ物の代表である、バーガーやサンド

ウィッチもこの街らしくアレンジされたものが日常的に親しまれています。ブルックリンパーラーでも、料理人のこだわりと確か
な腕で、その街の人々に愛されるメニューに進化してきました。

しっかりとした味付けの肉料理、ボリュームたっぷりのサラダなど、素材にあわせ吟味した調理法で提供するメインディッシュ。
ブルックリンパーラーこだわりのハンバーガーなど、日常的だけれどもハイクオリティで、きちんとお腹にたまる
メニューをご用意。バーメニューには、ブルックリンパーラーのデビューとともに日本に上陸した

[BROOKLYN LAGER DRAFT] をはじめ、数量限定のクラフトビール、大きめのグラスで提供するオリジナル
カクテルなど、個性的メニューが充実。カフェメニューには、パティシエによる本格的なデザートを豊富な
バリエーションでご用意。大きめのカップにたっぷり入ったコーヒーや、ポット提供の紅茶と合わせてゆっくり
お過ごしいただけます。もちろん、大阪でしか味わえないオリジナルのメニューもご用意しております。
※大阪のオリジナルメニューは、季節や食材に合わせて随時、提供致します。

店舗情報
店舗名

：ブルックリンパーラー大阪 （英語表記

所在地

：大阪府大阪市中央区西心斎橋 2 丁目 -2-3
ORE 心斎橋ビル B1F

営業時間：11:00~23:00
運営

Brooklyn Parlor OSAKA）

tel. 06-6212-7881

不定休

店舗面積：577.5 ㎡ 176 席

：ロアジャパン株式会社代表取締役

井上 和齊（いのうえ かずなり）

大阪府大阪市西成区南開 1 丁目 4-24 ロアビル内
プロデュース：株式会社ブルーノートジャパン
ブックディレクション：幅允孝（BACH）
アートディレクション：尾原史和（SOUP DESIGN）
http://www.brooklynparlor.co.jp/
Facebook
Twitter

https://www.facebook.com/brooklynparlor.osaka

https://twitter.com/Brooklyn̲Osaka

・地下鉄御堂筋線｜地下鉄長堀鶴見緑地線 「心斎橋」駅徒歩４分
・地下鉄御堂筋線｜地下鉄千日前線｜近鉄難波線 「なんば」駅徒歩５分

大阪店の店舗写真、メニュー写真、メニューデータは、下記よりダウンロードいただけます。 ※リンク切れの際は、下記プレス担当までご連絡ください。
http://ﬁrestorage.jp/download/e27a9ba31915959113291426c24378a0b590eddd
【お問い合わせ先】

株式会社ブルーノートジャパン

佐々木香奈子

kanako@bluenote.co.jp

tel. 03-3407-5531

fax. 03-3407-5596

http://www.bluenote.co.jp

【プレスに関する問い合わせ先】 ※本件に関するご取材、撮影及び画像のお貸し出しに関するお問合せは、下記までご連絡くださいますようお願い致します。
デイリープレス

山本真澄（mobile：090-4062-6361） masumiyamamoto@dailypress.org

BLUE NOTE JAPAN. INC

tel. 03-6416-3201

fax. 03-6416-3202
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プレス関係者様 特別ご招待
“Good Music Parlor” at OSAKA

隔週木曜日 19:30~22:00

free admission

コーヒーを飲みながら静かにくつろぐひと、本を読むひと、お酒や食事とともに会話を楽しむひと、そして Good Music に身をゆだねるひと。"
それぞれが、思い思いにくつろぎの時間を過ごせる場 " というコンセプトはそのままに、超一流 DJ 陣セレクトの Good Music に包まれる、みん
なが心地よい空間を目指します。隔週木曜日の夜、ふらっと Brooklyn Parlor OSAKA に立ち寄ってみてください。
少し優雅で贅沢な時間の中、おいしいお酒と食事をお楽しみいただけます。
6 月〜7 月は、国内外で活躍する豪華４名のアーティストによるプログラムを予定しております。いずれも入場料無料です。ぜひ、ご注目ください。

2014.6.5 (thu)

出演：Jeﬀ Brown

2014.6.19 (thu)

出演：大塚 広子

生まれも育ちもN.Y.ブルックリン。

コンピレーション・アルバムも大人気！

当イベントではすでにお馴染みの存在

ジャズを中心とした選曲で多くの音楽

"Mr.ブルックリン"

好きを唸らせてきた人気女性DJ。今月
は、
『選りすぐり新作ジャズをプレイ』

その超人的な選曲センスでの演出は毎回登場

をテーマに選曲。

の度に驚嘆！

http://djotsuka.com/

https://soundcloud.com/dj-jeﬀ-brown

2014.7.3 (thu)

出演：Budamunk

（Jazzy Sport）

2014.7.17 (thu)

出演：沖野 修也

(Kyoto Jazz Massive)

音楽とスポーツをこよなく愛する

クリエイティヴ・ディレクター、DJ、執筆家など

『女性に優しいハードコア集団』。

多岐に渡る活躍を見せこれまで世界35ヶ国

ジャジ ス ポ・クル ーより、稀 代 のビート・

140都市に招聘された国際 派の沖野 修 也が

プロデューサーBudamunkyが大阪へ出陣！

DJ25周年のメモリアル・イヤーに満を持して

http://www.jazzysport.com/

登場！
http://www.kyotojazzmassive.com/

プ レス 関 係 者 様 特 別 ご 招 待 の ご 案 内 （１ドリンクサービス）
６月〜７月に開催される、上記４プログラムに、プレス関係者の皆さまを、１ドリンクサービスにてご招待致します。
ご希望の際は、日程、参加人数、代表者氏名、電話番号を明記の上、下記担当まで、e メールにてお申し込みください。
ぜひこの機会に、イベントと合わせ、ブルックリンパーラー大阪が提供する空間をご内覧くださいましたら幸いです。
申込先：株式会 社ブルーノートジャパン

担当： 佐々木 香 奈 子 宛 （ te l. 03- 3407- 5531）

kanako@bluenote.co.jp
※本イベントに関し、店舗及びアーティストへのご取材、撮影などご希望の際は、上記担当までお問い合わせください。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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