
エクセルシオール
2017/03/22～2017/04/11 07:00～11:00
Acoustic Pops
総曲数：65

TITLE ARTIST
ドント・ギヴ・アップ アヤク
ウェイヴズ・アンド・カーヴズ モニカ・リドケ
プリュ・リヤン・ドートル・アントル・ヌー オースティン
ホワイ・ドゥ・フールズ・フォール・イン・ラヴ ケイト・フラー
ミー＆ミセス・ジョーンズ フレンドン・フェロー
アイ・ニード・サムシング ニュートン・フォークナー
アイ・ハッド・トゥ・キャリー・ハー（ヴァージニアス・ソング） ウイリアム・フィッツシモンズ
オール・ヒズ・エックセズ シルヴィー・ルイス
ラブ・フォー・セール ジョイス・モレーノ
Ｄｉｖｅ　Ｉｎｔｏ　Ｙｏｕｒ　Ｌｏｖｅ ギラ・ジルカ
アーリー・モーニング・サーフ・セッション ティピカル・ハワイアンズ
シークレット・ハート バーブラ・リカ
フォー・ノー・ワン マミートーン
ハイド・アンド・シーク スペンサー・マクギリカッティー
レレズ・ソング ブルーノ・マーツ
ピース・オブ・フレッシュ フェザー・アンド・ダウン
キャッスルズ・メイド・オブ・サンド フェザー・アンド・ダウン
スパニッシュ・ハーレム ジャネット・サイデル
スカーレット ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
ロンドン・タウン バーブラ・リカ
カヌー バーブラ・リカ
ザ・パーク サンバサダー
ラングエッジ・オブ・ザ・ハート ブライアン・ケスラー
ホワット・ユー・ウォント ヘイリー・セールズ
ラヴ・ミー・ビフォア・アイ・リーヴ ジ・オーディアンズ
タッピング・オン・ザ・ライン キャレキシコ
サンレイ ロージー・ブラウン
シンキン・バウト・ユー ベッカ・スティーヴンス・バンド
僕の答え ザ・マジック・シアター
ダーリン ファビアーナ・パッソーニ
ロウルデス セバスティアン・マッキ－クラウディオ・ボルサーニ－フェルナンド・シルバ
舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ
フー・セイズ ジョン・メイヤー
クール・ユア・ジェッツ コリン・ギルス
クワイエット・ハウシズ フリート・フォクシーズ
ヘイ・ヤー！ Ｂ．Ｊ．スミス
スプリング ヘザー・リグトン
讃歌 ナー・オゼッチ、ゼー・ミゲル・ヴィズニキ
ハーモニー・トゥ・マイ・ハートビート サリー・セルトマン
セット・ミー・フリー サリー・セルトマン
ハロー トリスタン・プリティマン
ディス・イズ・ザ・プレイス スザンナ・ホフス
Ｓｔｏｒｙは街角に プリシラ・アーン
ラーン・イット・オール・アゲイン・トゥモロー ベン＆エレン・ハーパー
ネヴァー・メイク・イット・オン・タイム ニッキー
ヴァレンティノ ダイアン・バーチ
キス・バイ・キス エミリア
ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー
イッツ・オーヴァー ピート・ヨーク・パーカッション・バンド
オール・アタッチト ジャスティン・ヤング
ビー・ストロング・ナウ ジェイムス・イハ
オン・トゥー・オケイションズ クール・エレヴェイション
ケイトリンズ・オン・ザ・ビーチ ザ・シンプル・カーニヴァル
ベター・デイズ グレーター・アレクサンダー
リリース・フロム・ザ・センター・オブ・ユア・ハート ジョルジオ・トゥマ
ナタリー・ウッド ティーヴィー・ガール
アイム・ユアーズ ジェイソン・ムラーズ
ミー・アンド・ジェーン・ドウ シャルロット・ゲンズブール
ブライト エコスミス
ナッシングズ・ロング エコスミス
サラウンド・ユー エコスミス
ピッツァ・アンド・ピンボール ルーマー
ベスト・ショット バーディー・アンド・ジェイムズ・ヤング
ユンヌ・フラクション・ドゥ・セコン オルデン
プラスティック・マネキン・ラヴ ケイウェイ



エクセルシオール
2017/03/22～2017/04/11 11:00～14:00
Soft Rock
総曲数：65

TITLE ARTIST
バーバレラ グリッター・ハウス
リトル・レスリー アラン・ボウン
リヴィング・イズ・イージー エタニティーズ・チルドレン
君がいる限り トム・スプリングフィールド
セイヴ・ザ・カントリー ザ・５ｔｈ・ディメンション
イエス・サー オハイオ・エクスプレス
シャ・ラ・ラ オハイオ・エクスプレス
ニューヨークは淋しい町 トレイドウィンズ
ア・ライフタイム・ラヴィン・ユー イノセンス
クロース・ユア・マウス フリー・デザイン
ウィズ・ア・ガール・ライク・ユー ドン・アンド・ザ・グッドタイムス
グルーヴィー・サマータイム キャッチ２２
エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ クロディーヌ・ロンジェ
珊瑚礁の彼方 岡崎広志とスターゲイザーズ　ｗｉｔｈ　伊集加代子
フロッグ・プリンス ザ・パレード
イッツ・マッチ・トゥー・レイト トニー・リヴァース
デイ・バイデイ タイム５
ウォーキン・ダウン・ザ・ライン ザ・ゴールドブライアーズ
テル・イット・トゥ・ザ・ウィンド ザ・ゴールドブライアーズ
ペインテッド・デイグロウ・スマイル チャド＆ジェレミー
悲しみはぶっとばせ ザ・シルキー
ユー・キャント・ゴー（ＣＴＩ　Ｍｉｘ） デイヴ・フリッシュバーグ
ハッピー・トーク クロディーヌ・ロンジェ
ラヴ・ソー・ファイン ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
アイル・ビー・バック ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
キャン・アイ・ゴー ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
アイ・ファウンド・ラヴ フリー・デザイン
シンク・オブ・レイン マーゴ・ガーヤン
フェア・ジー・ウェル チャド＆ジェレミー
月へひととび チャド＆ジェレミー
ユーヴ・ガット・ユア・トラブルズ チャド＆ジェレミー
私のエンジェル ザ・フリー・デザイン
リトル・カウボーイ フリー・デザイン
愛の贈り物 ジグソー
ネヴァー・テル・ザ・ワールド ザ・フリー・デザイン
ステイ・アナザー・シーズン ザ・フリー・デザイン
アイ・リヴ・フォー・ザ・サン サンレイズ
ポストカード ザ・ホリーズ
サムシング・ゴーイング アルゾ＆ユーディーン
ユーヴ・ガット・ミー・ゴーイング アルゾ＆ユーディーン
愛しの伯爵夫人 トミー・ボイス＆ボビー・ハート
ハド・トゥ・ラン・アラウンド メリー・ゴー・ラウンド
ア・クラウンズ・ノー・グッド メリー・ゴー・ラウンド
ラヴ・ソング パンチ
明るい気持ちで カウシルズ
サニー、ハニー・ガール ホワイト・プレインズ
ラヴィン・ユー・ベイビー ホワイト・プレインズ
オール・ザ・ヤング・ウィメン カフ・リンクス
フランキー・ザ・グレイト ニルヴァーナＵＫ
サテライト・ジョッキー（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｏｎｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ
ザ・ドリフター ハイジ・ブリュール
フール・オン・ザ・ヒル セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６
グッド・デイ・サンシャイン クロディーヌ・ロンジェ
オン・ザ・ボムサイト ダンカン・ブラウン
ミー・アバウト・ユー ザ・モジョ・メン
ウェイヴス・ラメント ザ・サード・ウェーヴ
ドント・エヴァー・ゴー ザ・サード・ウェーヴ
ウィーヴ・ガッタ・ゲット・ユー・ア・ウーマン ブリーズ
イッツ・ニュー・トゥ・ユー ザ・バガルーズ
アズ・アイ・シー・マイ・ライフ スティーヴ＆スティーヴィー
アイム・ウェイティング・フォー・ア・バス ビアギッテ・ルゥストゥエア
ディス・ハッピー・モーニング ビアギッテ・ルゥストゥエア
クリスティーナ ビアギッテ・ルゥストゥエア
さよならコロンバス ジ・アソシエイション
光ある世界へ ポール・ウィリアムス



エクセルシオール
2017/03/22～2017/04/11 14:00～17:00
Slow Bossa Nova
総曲数：48

TITLE ARTIST
ハロー・イン・ゼア エディ・リーダー
ゴースツ・オブ・ペン・ヒルズ ウイリアム・フィッツシモンズ
レッツ・ドゥ・イット ジョイス・モレーノ
キラー・クイーン ヘナータ・ジェバラ
チン・チン（乾杯） ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート
Ｔｈｅ　Ｂｏｙ　Ｆｒｏｍ　Ｉｐａｎｅｍａ ギラ・ジルカ
ヒアズ・ザット・レイニー・デイ パルミラ＆レヴィータ・ウィズ・ジョアン・ドナート
ザ・コーヒー・ソング ベティ・リー＆オンドレイ・ピヴェーツ・ニューヨーク・トリオ
モンド・ブルー ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
クロース・トゥ・ザ・サン ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
ジョン・セバスチャンズ・ガール（Ｒｅｖｉｓｉｔｅｄ　Ｂｙ　Ｋａｒｍｉｎｓｋｙ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　Ｉｎｃ．） ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
シング ダイアナ・パントン
フー・ノウズ バーブラ・リカ
ぴったりの恋 吉田慶子
ユア・ソング ミラ
リトル・ハウス トーファー・モー
ロック・ウィズ・ユー マルセラ・マンガベイラ
アテ・ナォン・マイス アドリアーナ・マシエル・ウィズ・スペシャル・ゲスト・ヴィトール・ラミル
フロール・ヂ・リス グレッチェン・パーラト
シン・ライン・ビトウィーン．．． マルコマルシェ
舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ
ホエン・シー・ラヴド・ミー　ｆｅａｔ．　ティアニー・サットン ニュー・ウエスト・ギター・グループ
ブランキーニャ 吉田慶子＆黒木千波留
マイシャ（ソー・ロング）（ｆｅａｔ．　エリカ・バドゥ） マイルス・デイビス＆ロバート・グラスパー
マダムとの喧嘩はなんのため？ ホーザ・パッソス
コルコヴァード マルガリータ・ベンクトソン
サンバ・ド・グランデ・アモール シルヴァーナ・マルタ
メドレー：ブリンカンド・ヂ・サンバ（サンバの戯れ）～ミス・バランソ クララ・モレーノ
讃歌 ナー・オゼッチ、ゼー・ミゲル・ヴィズニキ
ウン・ウオーモ・エ・ウナ・ドンナ アンジェリカ
Ｍｉｄｎｉｇｈｔ　ａｔ　Ｏａｓｉｓ Ｌｕｍｉｅｒｅ
サンバ・サラヴァ ステイシー・ケント
サニー・デイ パトリーナ・モリス
春の如く ステイシー・ケント
ノッサ・セニョーラ ベベウ・ジルベルト
心のラヴ・ソング ジョン・ピザレリ
イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー
ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス
エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ
酒とバラの日々 Ａｎｎ　Ｓａｌｌｙ
ヂ・コンヴェルサ・エン・コンヴェルサ エミリー・クレア・バーロウ
リトル・ボート エミリー・クレア・バーロウ
マッチスティック スワン・ダイヴ
ヘイ・アリス．．．ザッツ・ア・グッド・イヤー ジョルジオ・トゥマ
ラヴ・イズ・エヴリシング ジェーン・シベリー
うららかな日々 エマ・サロコスキー
ディス・ラヴ クリスティーナ・グスタフソン
ダウン・イン・ブラジル パラダイス・コード・フィーチャリング・ワークシャイ



エクセルシオール
2017/03/22～2017/04/11 17:00～19:00
SSW
総曲数：36

TITLE ARTIST
フォールド クウェシ・ケー
フェニックス ジュディ・シル
マクファーレン マロー
ザ・シングス・ユー・チェリッシュ・モスト パハロ・サンライズ
カインダ・ファンタスティック パハロ・サンライズ
ゴールデン・デイズ マーティン
サマータイム ポケットブックス
ワン・マン・アンド・ヒズ・ファグ ザ・レジャー・ソサエティ
１１月の雪 ジュリー・ドワロン
ア・ウェイヴ・イズ・ローリング ジ・イノセンス・ミッション
イフ・ユー・ワー・ア・ブルーバード ロージー・ブラウン
ザ・ピープル・フー・レイズド・ミー グレゴリー・アンド・ザ・ホーク
バイ・ザ・シー マット・マクヒュー
サウンド・オブ・ア・ソング マット・マクヒュー
リスボア・クヤ サラ・タヴァレス
エヴリ・リヴィング・パート アラン・ハンプトン
Ｃｕｓｔａｒｄ　Ｐｉｅ Ｐｒｅｄａｗｎ
Ｓｈｅｅｐ＆Ｔｅａｒ Ｐｒｅｄａｗｎ
スーパーフィシャル リオ
ウォンチャ・カム・ホーム Ｇ・ラヴ＆スペシャル・ソース
ヒューマン・ネイチャー デヴィッド・ミード
セカンド・トゥ・ナム キングス・オブ・コンビニエンス
リメンバー・ハウ・アイ・ブローク・ユア・ハート プリシラ・アーン
シチュエーション ジャック・ジョンソン
デザイアーズ・オンリー・フリング マット・コスタ
ホエン・アイ・ルック・アップ ジャック・ジョンソン
ワン・マン・ガイ ルーファス・ウェインライト
アイ・ガット・ユー ジャック・ジョンソン
アイ・ドント・ノウ・ホワット・アイ・キャン・セイヴ・ユー・フロム キングス・オブ・コンヴィニエンス
プレイス・アイル・ネヴァー・ビー アディティア・ソフィアン
ヒアー・ミー・アウト ベイ・ベアー
ポジティヴ・ラヴ グレーター・アレクサンダー
エヴァーラスティング グレーター・アレクサンダー
タイアード アデル
ビー・ナイス・トゥ・ミー ルーマー
ア・ライオンズ・ハート ザ・トールスト・マン・オン・アース



エクセルシオール
2017/03/22～2017/04/11 19:00～22:00
Salon Jazz Vocal
総曲数：48

TITLE ARTIST
フライデイ・ソング アレクシア・ボンテンポ
ホワイ・ドゥ・フールズ・フォール・イン・ラヴ ケイト・フラー
飾りのついた四輪馬車 カーリン・アリソン
オ・バルキーニョ マリエル・コーマン＆ヨス・ヴァン・ビースト・トリオ
トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ フランチェスカ・タンドイ・トリオ
カンザス・スカイズ ウォルター・ラング・トリオ
マイ・フェイヴァリット・シングス アヴェリー・シャープ・トリオ／スペシャル・ゲスト：ジェリー・ブラウン
ア・サンデイ・スマイル キシバシ
アイヴ・ネヴァー・シーン・エニシング・ライク・ユー リサ・エクダール
ナイチンゲール リサ・エクダール
ザ・リアル・ギタリスト・イン・ザ・ハウス イレーヌ・ショグレン・クインテット
レッツ・ゴー パウラ・リマ
ザッツ・ホワット・アイ・ヘイト バーブラ・リカ
クーパー、サンクス・フォー・ザ・バーズ レディバーズ
キャント・テイク・マイ・アイズ・オフ・オブ・ユー ニコラ・フォーク
ユール・ゲット・イン フェザー・アンド・ダウン
リトル・ジャズ・バード ジャネット・サイデル
アット・サンダウン ジャネット・サイデル
スロー・ボート・トゥ・チャイナ ジャネット・サイデル
スパニッシュ・ハーレム ジャネット・サイデル
フォトグラフス ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
ボックス・オブ・シングス ローリー・カレン
アイヴ・ガット・ジャスト・アバウト・エヴリシング ５２ｎｄ・ストリート
ミー・アンド・ユー ルース・ヨンカー
マイン ルース・ヨンカー
タイム ポール・ファン・ケッセル
シンキン・バウト・ユー ベッカ・スティーヴンス・バンド
ザ・ロング・ウェイ・ホーム ザ・マジック・シアター
Ｆｌｏｒ　Ｄｅ　Ｌｉｓ グレッチェン・パーラト
ポエッツ・メランコリー スー・ゲルガー
恋の数学 ジョー・バルビエリ
キャッチ・オブ・ザ・デイ サリー・セルトマン
ライク・サムワン・イン・ラヴ マルガリータ・ベンクトソン
ラヴ・アントールド セソング
マテリアル・ガール シュガーパイ・アンド・ザ・キャンディメン
ニーザー・オールド・ノア・ヤング キャンディス・スプリングス
モーニング・サン メロディ・ガルドー
ペント・アップ・ハウス ジャッキー・アンド・ロイ
ハヴント・ウィ・メット？ ケニー・ランキン
ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー
ルック・フォー・ザ・シルヴァー・ライニング チェット・ベイカー
ケル・テンポス・フェト－イル・ア・パリ アラン・ロマン
ノーザン・スカイ ニック・ドレイク
ラヴリー・デイ リー・リトナー
Ｐａｒ　Ｈａｓａｒｄ ミカド
ムーン・リバー エミ・マイヤー
ムーンライト・セレナーデ エミ・マイヤー
Ｗａｌｋ　Ｏｎ　Ｔｈｅ　Ｗｉｌｄ　Ｓｉｄｅ ＹＯＳＳＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＮＯＩＳＥ　ＷＥＡＶＥＲ


