
エクセルシオール
2017/08/09～2017/08/22 07:00～11:00
Acoustic Pops
総曲数：69

TITLE ARTIST
ヒューマン ティル・ブレナー
ファニー・リトル・ダンス モニカ・リドケ
ウェイヴズ・アンド・カーヴズ モニカ・リドケ
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
サテライト ナタリー・インブルーリア
ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ
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
ラブフール バーブラ・リカ
フォー・ノー・ワン マミートーン
ヒア・カムズ・ザ・サン 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
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
チェンジ・ユア・マインド アラン・ハンプトン
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
フットボール・キッズ クラブ・エイト
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
ユア・スマイリング・フェイス クリスティーナ・グスタフソン
フォワーズ フィオナ・ビーヴァン
コンフェティ ジェームス・ブラックショウ
レット・ゴー クリス・ベリー＆パークィジット
セイ・グッバイ アーランド・オイエ
ホウィストラー アーランド・オイエ
ハウ・イット・オール・スターティッド スウィッシー
シンキン・バウト・ユー ベッカ・スティーヴンス・バンド
ティレリー 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
僕の答え ザ・マジック・シアター
エンドレス・ストリート スー・ゲルガー
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
大きな空虚 ゼ・マノエウ
私が生まれた夜 ゼ・マノエウ
フー・セイズ ジョン・メイヤー
クラリティ ジョン・メイヤー
キス・ミー シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー
ホワット・ディス・クッド・ビー アンバー・オジェダ
スプリング ヘザー・リグトン
ハーモニー・トゥ・マイ・ハートビート サリー・セルトマン
ラスタクラウト ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ
ユニーク・トゥリー ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ
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
ア・ハウス・イズ・ア・ホーム ベン＆エレン・ハーパー
レインコート・ソング ミーコ
ソー・サブライム ベス・ロウリー
フォー・アナザー・デイ ニッキー
サウザンド・マイルズ ヴァネッサ・カールトン
トゥー・マッチ・ウォーター ドノヴァン・フランケンレイター
シー・イズ・ラヴ パラシュート
トゥ・ザ・シー ジャック・ジョンソン
イッツ・オーヴァー ピート・ヨーク・パーカッション・バンド
ブダペスト ジョージ・エズラ
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
ソー・マッチ・ベター ウーター・ヘメル・フィーチャリング・ラッキー・テープス
モダン・ロマンス サーシャ・ダブソン
ワン・フット・オン・サンド ジャスティン・ヤング
ソング・ウイ・ロング トニー・コジネク
オートマチック・ハイ ダリル・ウェジー
スマイル・スルー・ユア・ソロウ ダリル・ウェジー
レット・イット・ビー・ミー グレーター・アレクサンダー
ノット・アロウド ティーヴィー・ガール
ナタリー・ウッド ティーヴィー・ガール
デンジャラス ルーマー
ユー・ジャスト・ドント・ノウ・ピープル ルーマー
Ｗａｌｋ　Ｏｎ　Ｔｈｅ　Ｗｉｌｄ　Ｓｉｄｅ ＹＯＳＳＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＮＯＩＳＥ　ＷＥＡＶＥＲ



エクセルシオール
2017/08/09～2017/08/22 11:00～14:00
Soft Rock
総曲数：68

TITLE ARTIST
ノー・フェア・アット・オール ジ・アソシエイション
ハッピーランド ハーパーズ・ビザール
そよ風のキッス チャド＆ジェレミー
イパネマの娘 チャド＆ジェレミー
君がいる限り トム・スプリングフィールド
ナイトタイム オハイオ・エクスプレス
バッド・ミスアンダースタンディング トレイドウィンズ
アイ・ドント・ワナ・ビー・アラウンド・ユー イノセンス
バンビ ドン・アンド・ザ・グッドタイムス
ソウツ・オン・ア・レイニー・デイ キャッチ２２
タッチ・オブ・ウォームス バーバラ・ムーア
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
デイ・バイ・デイ ジョー・クルス＆ザ・クルゼッテス
ホワット・ドゥ・ユー・ドゥ・ホエン・ラヴ・ダイ？ ハーモニー・グラス
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
アイ・シンク・アイ・ノウ・ヒム トゥイン・コネクション
サマー・サッドネス トゥイン・コネクション
ウィル・オールウェイズ・ビー・フレンズ ザ・ブレディ・バンチ
アナザー・タイム サジタリアス
アイム・ノット・リヴィング・ヒア サジタリアス
悲しみはぶっとばせ ザ・シルキー
ミル・ヴァレー エイブラムズ先生とストロベリー・ポイント小学校の４年生
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
ガール・トーク クリス・モンテス
ホエア・アー・ユー・ナウ クリス・モンテス
アイ・ファウンド・ラヴ フリー・デザイン
タイム・アンド・ラヴ フリー・デザイン
ソウツ マーゴ・ガーヤン
テイク・ア・ピクチャー マーゴ・ガーヤン
去り行く今 チャド＆ジェレミー
ネスーノ・ピウ・ディ・メ チャド＆ジェレミー
私には夢がある チャド＆ジェレミー
アイ・ドント・ウォナ・ルーズ・ユー・ベイビー チャド＆ジェレミー
ダニエル・ドルフィン フリー・デザイン
ニュースを聞いたかい ジグソー
フレンズ ビーチ・ボーイズ
グッド・モーニング・スターシャイン ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ
ガールズ・イン・ラヴ ゲイリー・ルイス＆プレイボーイズ
マイ・ハーツ・シンフォニー ゲイリー・ルイス＆プレイボーイズ
サムデイ・マン ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス
シンク・オブ・レイン クロディーヌ・ロンジェ
うわさの男 パイザノ＆ラフ
サムシング・ゴーイング アルゾ＆ユーディーン
ディギング・ユー、ディギング・ミー トミー・ボイス＆ボビー・ハート
愛しの伯爵夫人 トミー・ボイス＆ボビー・ハート
パラレル・ラインズ ザ・ブラディ・バンチ
レット・ザ・グッド・タイムズ・イン ラヴ・ジェネレーション
マジック・ランド ラヴ・ジェネレーション
スウィート・キャロライン（グッド・タイムス・ネヴァー・シームド・ソー・グッド） カフ・リンクス
レッツ・ライド ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
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
ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ 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
フォー・ザ・ラヴ・オブ・ア・レディ ブリーズ
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
ホワット・ドゥ・アイ・フィール ジャッキー＆ロイ
アズ・アイ・シー・マイ・ライフ スティーヴ＆スティーヴィー
カム・ラン・ウィズ・ミー ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ
ジャスト・ホワット・アイヴ・ビーン・ルッキン・フォー ヴォーグス
イット・ウォント・オルウェイズ・ビー・ザ・セイム ミレニウム
トゥゲザー・イン・ジ・エンド サンディ・サリスベリー
アイ・シング・マイ・ソング サジタリアス
クラウド・トーク サジタリアス



エクセルシオール
2017/08/09～2017/08/22 14:00～17:00
Slow Bossa Nova
総曲数：48

TITLE ARTIST
ヴォラーレ フランチェスカ・タンドイ・トリオ
ゾーズ・アイズ ケニー・ランキン
Ｇａｂｉｒｏｂａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ
Ａ　Ｒｉｔａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ
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
マーナ ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート
サビア 小野リサ
デサフィナード 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
サンバ・サラヴァ ダイアナ・パントン
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
トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ ウェンディ・モートン
シング ダイアナ・パントン
君が好き ミウシャ
トゥルーリー リーサ
こんな僕でよかったら リーサ
アイド・ラヴ・ユー ソーニャ・キッチェル
ミーニャ・カーマ アナ・クラウヂア・ロメリーノ
デジャ・ヴュ クリス・デランノ・アンド・アレックス・モレイラ
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
シー フラビオ・メンデス
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
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
３月の水 ステイシー・ケント
ラメント デューク・ピアソン
カーニヴァル パトリーナ・モリス
想いあふれて イリアーヌ
クロース・トゥ・ユー ｎｏｏｎ
ルッキング・ウォーキング・ビーイング アガ・ザリヤン
トリステ サラ・マッケンジー
ヴォセ（あなた） イリアーヌ・イリアス
ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー
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
エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ
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
イッツ・ア・ビューティフル・ゲーム ザ・キャバリエズ
サンバ・ド・アヴィアォン（ジェット機のサンバ） パメラ・ドリッグス
サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ
ラヴ・イズ・エヴリシング ジェーン・シベリー
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



エクセルシオール
2017/08/09～2017/08/22 17:00～19:00
SSW
総曲数：37

TITLE ARTIST
フォールド クウェシ・ケー
ポストヒューマスリー グローリーテラーズ
ノー・ヴェイカンシス グローリーテラーズ
サウンドトラック・オブ・マイ・サマー マイク・ヴァイオラ
パール ジュディ・シル
レターズ・ホーム ラディカル・フェイス
トライン エギル・オルセン
ドメスティックス ザ・ロング・ロスト
オンリー・トゥリーズ ナタリア・ズッカーマン
ドリーム・オン レナ・スワンベリ
キャストアウェイ ディラン・モンドグリーン
ウィル・ユー・インヘリット・ザ・ハウス？ マーティン
ゴールデン・デイズ マーティン
ハシバミ林 ヴィクトール・ヘレーロ
サマータイム ポケットブックス
ザ・クライム・アット・エドモンド・レイク タマス・ウェルズ
ヒューマン・ハンズ バウアーバーズ
マクガイヴァー・ブルース マイ・リトル・ポニー
Ｌｉｔｔｌｅ　Ｇｒｅｅｎ Ｐｒｅｄａｗｎ
タイム・メーカーズ レイチェル・ダッド
望んでいない カーラ・シックリー
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
ラヴ・ラヴ・ラヴ トリスタン・プリティマン
カム・ウィズ・ミー ドノヴァン・フランケンレイター
フォール・ライン ジャック・ジョンソン
ラッキー コルビー・キャレイ・ウィズ・ジェイソン・ムラーズ
ホエン・アイ・ルック・アップ ジャック・ジョンソン
キープ・オン・ドライヴィング パハロ・サンライズ
モーニング・アット・デイブレイク ブリーズ
プレイス・アイル・ネヴァー・ビー アディティア・ソフィアン
ピクチャー・ショウ ミンディ・グレッドヒル
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
遠く遠く ヤエル・ナイム
デッド・ライト サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン
アイ・ノウ アリッサ・グラハム



エクセルシオール
2017/08/09～2017/08/22 19:00～22:00
Salon Jazz Vocal
総曲数：43

TITLE ARTIST
ホワイ・ドゥ・フールズ・フォール・イン・ラヴ ケイト・フラー
ハッピー・トーク カーリン・アリソン
ライド・ザット・サンビーム ウーター・ヘメル
サン・ローズ リサ・エクダール
スウィート・サプライズ イレーヌ・ショグレン・クインテット
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・ダンス クレム
コーヒー・ショップ バーブラ・リカ
ペンサティーヴァ ロイ・ニコライセン
ピーカブー デイヴ・マッカイ＆ヴィッキー・ハミルトン
フィルズ・ボッサ レイチェル・グールド／チェット・ベイカー
リスペクト・ライフ トゥトゥ・プワネ
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
アメリカ アリッサ・グラハム
アイ・ウィッシュ・アイ・ハドゥント・フォガットゥン ブリア・スコンバーグ
ブリージング、エア・アンド・サッチ クリスティーナ・グスタフソン
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
Ｍｍｍｍｍ ルース・ヨンカー
リトル・ハウス トーファー・モー
ザ・ロング・ウェイ・ホーム ザ・マジック・シアター
デンジャラス スウィートマウス
オール・アイ・ウォント マリア・ピア・デ・ヴィト、ダニーロ・レア、エンツォ・ピエトロパオリ、アルド・ロマーノ
大都市 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
モーニング・パーソン ジョー・ローリー
サン キッシーズ
チケット・トゥ・ライド マリーナ・モーテンソン
オールモスト・イン・ラヴ ダグマーズ・コレクティヴ
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
Ｏｐｅｒａ Ｓａｋａｉ　ａｓｕｋａ　ｆｅａｔ．　イダロン
パターンズ オリヴァー・ネルソン
キャント・ウィー・スマイル ジョニー・ハモンド
ソート・イット・ウッド・ビー・イージアー キャンディス・スプリングス
ドント・ビー・ディナイド ノラ・ジョーンズ
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
フー・ケアーズ シゼル・ストーム
Ｐａｒ　Ｈａｓａｒｄ ミカド
ムーンライト・セレナーデ エミ・マイヤー
ヴォセ ドム・ラ・ネーナ
アイ・アム・ブレスド ルーマー
オールド＆クレイジー（ＦＥＡＴ．エスペランサ） ブルーノ・マーズ


