
エクセルシオール
2017/05/24～2017/06/13 07:00～11:00
Acoustic Pops
総曲数：68

TITLE ARTIST
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
アイ・ニード・サムシング ニュートン・フォークナー
アイ・トゥック・イット・アウト・オン・ユー ニュートン・フォークナー
イエス・アイ・ドゥ ローラ・アラン
ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ
ラブフール バーブラ・リカ
フレンド・イン・ミー アゼリン・デビソン
フォー・ノー・ワン マミートーン
ザ・ワールド・スピンズ・オン ディラン・モンドグリーン
アイル・ビー・ユア・アイズ ディラン・モンドグリーン
ホイッスリング・ライヴァルリー ワイルド・ハニー
ピース・オブ・フレッシュ フェザー・アンド・ダウン
チェンジ・ユア・マインド アラン・ハンプトン
ロマンス ミカド
ジョン・セバスチャンズ・ガール ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
ジューン ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
フード・ソング バーブラ・リカ
ロンドン・タウン バーブラ・リカ
ザ・パーク サンバサダー
フォーエヴァー・マイン ランディー・ロレンゾ
ピーシズ・オブ・ユー アシュリー・マニックス
ホワット・ユー・ウォント ヘイリー・セールズ
サマーズ・デイ ワンダー・ワンダー
ラヴ・ミー・ビフォア・アイ・リーヴ ジ・オーディアンズ
コンフェティ ジェームス・ブラックショウ
サンレイ ロージー・ブラウン
パイオニア・パーク スティーヴン・スタインブリンク
ソー・ファー・アウェイ ザ・スパンデッツ
ハウ・イット・オール・スターティッド スウィッシー
フロート・アンド・フォール メクリット・ハデロ
シンキン・バウト・ユー ベッカ・スティーヴンス・バンド
燦然たる日々 ザ・マジック・シアター
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
リーヴィング・オン・ア・ジェット・プレイン ジャスティン
ユニーク・トゥリー ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ
アゲイン＆アゲイン ザ・バード＆ザ・ビー
ハロー トリスタン・プリティマン
サンライズ ノラ・ジョーンズ
ディス・イズ・ザ・プレイス スザンナ・ホフス
サイキック・リーダー バッド・バッド・ハッツ
ソー・サブライム ベス・ロウリー
サウザンド・マイルズ ヴァネッサ・カールトン
エヴリデイ サウサリート・フォックストロット
朝からゴキゲン ザ・バード・アンド・ザ・ビー
ビフォア・アイ・フォール エミリア
トゥ・ザ・スカイ アウル・シティー
トゥ・ザ・シー ジャック・ジョンソン
ソー・イン・ラブ テッド・レノン・フィーチャリング・ジャック・ジョンソン＆コルビー・キャレイ
ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス
トゥ・オブ・アス（『アイ・アム・サム』より） エイミー・マン・アンド・マイケル・ペン
オール・アタッチト ジャスティン・ヤング
ソング・ウイ・ロング トニー・コジネク
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
マザー アディティア・ソフィアン
エヴァーラスティング グレーター・アレクサンダー
レット・イット・ビー・ミー グレーター・アレクサンダー
ナタリー・ウッド ティーヴィー・ガール
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
ユー・ジャスト・ドント・ノウ・ピープル ルーマー
Ｔシャツ バーディー
ユンヌ・フラクション・ドゥ・セコン オルデン



エクセルシオール
2017/05/24～2017/06/13 11:00～14:00
Soft Rock
総曲数：66

TITLE ARTIST
そよ風のキッス チャド＆ジェレミー
バーバレラ グリッター・ハウス
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
イエス・サー オハイオ・エクスプレス
リトル・ガール オハイオ・エクスプレス
カウボーイ・コンヴェンション オハイオ・エクスプレス
可愛いスーザンの夢 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
イッツ・ノット・ゴナ・テイク・トゥ・ロング イノセンス
ガール・イズ・ブロークン ソルト・ウォーター・タフィー
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
オール・アローン・アム・アイ クロディーヌ・ロンジェ
グッバイ・ジミー・グッバイ クロディーヌ・ロンジェ
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
フィーリング・イージー ビリー・ニコルス
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
アイ・ヒア・トランペッツ・ブロウ ヴァニティ・フェア
シスター・キャロライン クリス・ホワイト
プリティ・ガール クリス・ホワイト
ホワット・エヴァー・ハップンド・トゥ・ミー ハイリー・ライクリー
イッツ・マッチ・トゥー・レイト トニー・リヴァース
ウッド・ユー・ライク・トゥ・ゴー サジタリアス
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
ウォーク・イン・ザ・パーク クロディーヌ・ロンジェ
ミッドナイト・ブルース フランソワーズ・アルディ
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・ファウンド・ラヴ フリー・デザイン
キジィズ・ウィジィ フリー・デザイン
フェア・ジー・ウェル チャド＆ジェレミー
ビフォー・アンド・アフター 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
スルー・スプレイ・カラード・グラス ザ・マッチ
ラヴ・イヤーズ・カミング ザ・マッチ
リトル・カウボーイ フリー・デザイン
ダニエル・ドルフィン フリー・デザイン
アナ・リー、ザ・ヒーラー ビーチ・ボーイズ
マン・イン・ア・レインコート クロディーヌ・ロンジェ
サムシング・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
ア・クラウンズ・ノー・グッド メリー・ゴー・ラウンド
ゼア・スタンズ・ザ・ドア ウィ・ファイヴ
ラヴィン・ユー・ベイビー ホワイト・プレインズ
パラレル・ラインズ ザ・ブラディ・バンチ
マジック・ランド ラヴ・ジェネレーション
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
メアジー・ドーツ ジ・イノセンス
レット・イット・ビー・ヒム 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
キューズ・ユー・アー・ヒア ザ・ロバート・テニソン・トゥループ
テイク・ミー・イフ・ユー・ウォント・ミー ジ・アメリカン・ブリード
イッツ・ニュー・トゥ・ユー ザ・バガルーズ
ジャスト・ザ・メモリー・ステイズ・アラウンド 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・ウィル・ラヴ・ユー ペイジ・クレール
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
マリブ・ユー ハーパース・ビザール
グッド・オールド・グッド・タイムズ サンディ・サリスベリー
フォーリング・トゥ・ピーセス サンディ・サリスベリー
クラウド・トーク サジタリアス



エクセルシオール
2017/05/24～2017/06/13 14:00～17:00
Slow Bossa Nova
総曲数：46

TITLE ARTIST
ゾーズ・アイズ ケニー・ランキン
ラブ・フォー・セール ジョイス・モレーノ
ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ
ジーズ・アー・ザ・デイズ・オブ・アワ・ライヴス ロベルト・メネスカル・フィーチャリング・マルセラ
Ｇｕｒｕ　Ｒａｍ　Ｄａｓ ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート
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
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
誰もが眠る 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
リトル・ハウス トーファー・モー
アンフォーゲッタブル アンソニー・ストロング
テン・キュエ・バレ カレイドスコーピオ
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
シン・ライン・ビトウィーン．．． マルコマルシェ
アン・オム・エ・ユヌ・ファム ガブリエル・デュコンブル
舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ
ジュークボックスのバラード エリック・ギィユトン
ワルツ＃１　ｆｅａｔ．　ベッカ・スティーヴンス ニュー・ウエスト・ギター・グループ
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
フォー・ユア・ラヴ マルセラ・マンガベイラ
Ｍｉｄｎｉｇｈｔ　ａｔ　Ｏａｓｉｓ Ｌｕｍｉｅｒｅ
ラメント デューク・ピアソン
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
ヴァージニア・ムーン フー・ファイターズ・フィーチャリング・ノラ・ジョーンズ
ヴォセ（あなた） イリアーヌ・イリアス
イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー
ネヴァー・ダイ・ヤング ルシアーナ・ソウザ
ホエン・ウィー・ダンス ルシアーナ・ソウザ
ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス
フォー・ノー・ワン カエターノ・ヴェローゾ
マイタ ドリス・モンテイロ
ジャズ・ン・サンバ ミルト・ジャクソン
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
うららかな日々 エマ・サロコスキー
ショヴェンド・ナ・ホゼイラ－ダブル・レインボウ－ 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
2017/05/24～2017/06/13 17:00～19:00
SSW
総曲数：38

TITLE ARTIST
フォールド クウェシ・ケー
ノー・ヴェイカンシス グローリーテラーズ
ウィル・ユー・インヘリット・ザ・ハウス？ マーティン
フィール ペタル
アイヴ・ビーン・ザット・ボーイ マス・アンド・フィジックス・クラブ
サマータイム ポケットブックス
ケイプ・カナヴェラル コナー・オバースト
ワン・マン・アンド・ヒズ・ファグ ザ・レジャー・ソサエティ
ジャスト・プリテンド ヘイリー・セールズ
カシミール・プラスキ・デイ スフィアン・スティーヴンス
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
グッド・タイムズ ザ・ペッパー・ポッツ
ザ・ハウス・ラヴ・ビルト ウィー・ウィル・メイク・イット・ライト
Ｃｕｓｔａｒｄ　Ｐｉｅ Ｐｒｅｄａｗｎ
Ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ Ｐｒｅｄａｗｎ
ウォンチャ・カム・ホーム Ｇ・ラヴ＆スペシャル・ソース
クランブル Ｇ・ラヴ＆スペシャル・ソース
オン・マイ・マインド ドノヴァン・フランケンレイター
ヒューマン・ネイチャー デヴィッド・ミード
ラヴ・ラヴ・ラヴ トリスタン・プリティマン
シチュエーション ジャック・ジョンソン
ウィ・アー・ゴーイング・トゥ・ビー・フレンズ ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ
ウィズ・マイ・オウン・トゥー・ハンズ ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ・フィーチャリング・ベン・ハーパー
セイム・ガール ジャック・ジョンソン
ネヴァー・フェイド ジャック・ジョンソン
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
ナシンズ・チェインジド テッド・レノン
ワールド・イン・フロント・オブ・ミー キナ・グラニス
モーニング・アット・デイブレイク ブリーズ
ホワット・ア・フール・ビリーヴス ザ・シンプル・カーニヴァル
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
ダンデライオン ザ・ブラック・アトランティック
イントロ（リターン・オブ・ブラックバード） ルーマー
コクーン ケイト・シコラ



エクセルシオール
2017/05/24～2017/06/13 19:00～22:00
Salon Jazz Vocal
総曲数：47

TITLE ARTIST
フライデイ・ソング アレクシア・ボンテンポ
飾りのついた四輪馬車 カーリン・アリソン
アイム・ザ・ワン ロビン・マッケル
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
セント・オブ・ア・ウーマン アビア
ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド フレンドン・フェロー
サン・ローズ 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
オール・ザ・シングス・ユー・アー ピーター・フェスラー
ミンガス、マイルス・アンド・コルトレーン ジョイス・モレーノ
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
キャント・ストップ・ザ・ショウ ローレン・デスバーグ
ドント・ヤ ザ・ジェシカ・スチュアート・フュー
クーパー、サンクス・フォー・ザ・バーズ レディバーズ
ペンサティーヴァ ロイ・ニコライセン
フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ジョアン・ドナート
リスペクト・ライフ トゥトゥ・プワネ
アット・サンダウン 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
私だけの世界 ダイアナ・パントン
フィッシーズ バーブラ・リカ
リヴィング・アップサイド・ダウン ジ・オーディアンズ
ウィズ・オア・ウィズアウト・ユー マルシナ・アーノルド
マイン ルース・ヨンカー
フレイム・ディス フライド・ライン（フィン・シルヴァー）
クリスタルの恋人たち マルセラ・マンガベイラ
酔っぱらいと綱渡り芸人 ｏｒａｎｇｅ　ｐｅｋｏｅ
ウォント アラン・ハンプトン
ペドロ＆リス ジェニフェル・ソウザ
言って　して　キスして ジョー・バルビエリ
モーニング・パーソン ジョー・ローリー
アローン・アゲイン、ナチュラリー スス・フォン・アーン
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
ユニーク・トゥリー ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ
フィーリングズ・グッド マリーナ・ショウ
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
ボーラ・デ・ジョニー・ジェーン ジェーン・バーキン
ケル・テンポス・フェト－イル・ア・パリ アラン・ロマン
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
オールド＆クレイジー（ＦＥＡＴ．エスペランサ） ブルーノ・マーズ
Ｗａｌｋ　Ｏｎ　Ｔｈｅ　Ｗｉｌｄ　Ｓｉｄｅ ＹＯＳＳＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＮＯＩＳＥ　ＷＥＡＶＥＲ


