
エクセルシオール

2017/11/22～2017/11/26 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：69

TITLE ARTIST

シー・ウィル・ビー・ラヴド ケイト・セベラノ

フットプリンツ・オン・ザ・シーショア モニカ・リドケ

アム・アイ・フォーギヴン ルーマー

ホワイ・ドゥ・フールズ・フォール・イン・ラヴ ケイト・フラー

チェンジ・オール・ザ・タイム・フィーチャリング・アンナ・クリストッフェション マグナス・リンドグレン

トーン ナタリー・インブルーリア

サテライト ナタリー・インブルーリア

ア・リトル・ロンガー カレオ

ノウ・ザット・ユー・アー・マイ・レディ カレオ

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

Ｄｉｖｅ　Ｉｎｔｏ　Ｙｏｕｒ　Ｌｏｖｅ ギラ・ジルカ

Ｐｉｅｃｅ　Ｏｆ　Ｍｙ　Ｗｉｓｈ ギラ・ジルカ

ブロークン・フレンチ ディラン・モンドグリーン

ザ・ワールド・スピンズ・オン ディラン・モンドグリーン

ハイド・アンド・シーク スペンサー・マクギリカッティー

エニワン・バット・ユー メリーナ・カッスル

キャッスルズ・メイド・オブ・サンド フェザー・アンド・ダウン

バット・ノット・フォー・ミー ジョアン・ドナート

フォーゲット・イット・ハプンド・ディス・ウェイ ジェシー・ハリス

ニーザー・オールド・ノーア・ヤング ジェシー・ハリス

フード・ソング バーブラ・リカ

エイント・ギヴィン・アップ リーサ

ノー・ポエム イナラ・ジョージ

スロー・モー・タイガー・グロー フィオナ・ビーヴァン

スクール サン・シスコ

リヴィング・アップサイド・ダウン ジ・オーディアンズ

ラヴ・ミー・ビフォア・アイ・リーヴ ジ・オーディアンズ

サンレイ ロージー・ブラウン

ビューティフル・ラヴ マイロン＆ザ・ワークス

インプレス・マイ・メモリー（Ａｌｔｅｒｎａｔｅ　Ｍｉｘ） スティーヴン・スタインブリンク

ヒアズ・ルッキング・アット・ユー・キッド ジョン・ピツァレリ

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

テイク・ミー・ウィズ・ユー ティレリー

リーン・オン ベッカ・スティーヴンス

トゥー・ブライト ルビーズ

マイ・ディア・フレンド カーリー・ジラフ

フー・セイズ 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

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

ユニーク・トゥリー ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ

Ｐａ－ｔａ－ｔｉ　Ｐａ－ｔａ－ｔａ Ｙｕｓｕｋｅ　Ｓａｔｏ　ｆｅａｔ　Ｍａｉｋａ　Ｌｅｂｏｕｔｅｔ　ａｎｄ　ｊａｎ．

ラヴ・ラヴ・ラヴ トリスタン・プリティマン

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

フィル・ユア・ブレインズ ハリソン・ブローム

ア・ハウス・イズ・ア・ホーム ベン＆エレン・ハーパー

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

ヘイ・スティーブン テイラー・スウィフト

エヴリデイ サウサリート・フォックストロット

ア・ステップ・ユー・キャント・テイク・バック キーラ・ナイトレイ

トゥ・ザ・スカイ アウル・シティー

ピンク・ムーン ニック・ドレイク

マイタ ドリス・モンテイロ

輝く太陽 ヘイリー・ロレン

ファイン ティアゴ・イオルク

フラーティング・ウィズ・ザ・サン ジョヴァンカ

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

オン・トゥー・オケイションズ クール・エレヴェイション

クー・クー ムッシュ・ペリネ

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

ネヴァー・メット・ミー 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

ラヴ・ウィル・テイク・ユー アンガス＆ジュリア・ストーン

ユー・ジャスト・ドント・ノウ・ピープル ルーマー

ガールズ・ジャスト・ウォント・トゥ・ハヴ・ファン スターファッカー



エクセルシオール

2017/11/22～2017/11/26 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：68

TITLE ARTIST

５９ｔｈ・ストリート・ブリッジ・ソング（フィーリン・グルーヴィ） ハーパーズ・ビザール

エニシング・ゴーズ ハーパーズ・ビザール

ティー・フォー・スリー ヴォイセズ・イン・ラテン・フィーチャリング・バーバラ・ムーア

アローン・アローン ニノ・テンポ＆エイプリル・スティーヴンス

そよ風のキッス 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

メリー・アン オハイオ・エクスプレス

アイ・ドント・ワナ・ビー・アラウンド・ユー イノセンス

プロパー・オーナメンツ フリー・デザイン

ザ・ミュージック・ボックス ドン・アンド・ザ・グッドタイムス

メイキン・マイ・マインド・アップ キャッチ２２

パンプキン・ミニ キャッチ２２

ソー・ナイス（サマー・サンバ） アーバーズ

プロローグ／ホワイル・ユアー・スリーピング クロディーヌ・ロンジェ

ブルームスティック・カウボーイ クロディーヌ・ロンジェ

アイル・ビー・ゼア クロディーヌ・ロンジェ

アイム・フェザー バーバラ・ムーア

ザ・ウェイ・トゥ・サン・ホセ ジョー・クルス＆ザ・クルゼッテス

ダディ ダイアナ・ジョージ・ウィズ・ザ・フィル・レンク・トリオ

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

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

ユー・アー・ザ・ソング（ザット・アイ・キャント・ストップ・シンギング） リヴァー

ウィル・オールウェイズ・ビー・フレンズ ザ・ブレディ・バンチ

リコリシュ ザ・ゴールドブライアーズ

ソング・トゥ・ザ・マジック・フロッグ サジタリアス

キーパー・オブ・ザ・ゲームズ サジタリアス

ダーリング・ビー・ホーム・スーン アソシエイション

カリフォルニア・ナイツ ザ・フォー・キング・カズンズ

ヒア、ゼア、アンド・エヴリホエア ザ・フォー・キング・カズンズ

シルク・ン・ハニー ハニー・リミテッド

カルテット・Ｎｏ．６・イン・Ｄ・マイナー フリー・デザイン

ビフォー・アンド・アフター チャド＆ジェレミー

もう離さない チャド＆ジェレミー

ペニーズ 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

ゼア・バット・フォー・フォーチュン チャド＆ジェレミー

ラヴ・イヤーズ・カミング ザ・マッチ

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

カイツ・アー・ファン ザ・フリー・デザイン

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

真心はどこに 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

ホエン・アイム・シックスティー・フォー クロディーヌ・ロンジェ

オール・オブ・マイ・ラヴィン アルゾ＆ユーディーン

ポエット ウィ・ファイヴ

マジック・ランド ラヴ・ジェネレーション

１９９９（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｏｎｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ

アップル・パイは恋の味 ジェイ＆ザ・テクニークス

オールウェイズ・ユー サンダウナーズ

プア・ダニエル ゲイリー・マクファーランド／ピーター・スミス

メアジー・ドーツ ジ・イノセンス

ハンズ・オフ・マイ・マン（フリム・フラム・マン） ペギー・リプトン

セイヴ・ユア・トーク ザ・ロバート・テニソン・トゥループ

ギヴ・ア・リトル・ラフター コパー・ニッケル

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

ソーサリト・ベイ スモーキー・アンド・ヒズ・シスター

マイ・フォンデスト・ドリーム スモーキー・アンド・ヒズ・シスター

アズ・アイ・シー・マイ・ライフ スティーヴ＆スティーヴィー

ユー・セイ・アイ・シュド・フォゲット ペイジ・クレール

シーズ・トゥー・グッド・トゥ・ミー ポール・ウィリアムス

真心はどこに ポール・ウィリアムス

ドリフター ハーパース・ビザール

ストレッチ・リーヴァイス カート・ベッチャー

イット・ウォント・オルウェイズ・ビー・ザ・セイム ミレニウム

スペル・オン・ミー サンディ・サリスベリー

ア・リトル・ビット・オブ・ラヴ サンディ・サリスベリー



エクセルシオール

2017/11/22～2017/11/26 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：47

TITLE ARTIST

ホーザ・モレーナ Ｙｅａｈｗｏｎ　Ｓｈｉｎ

ゾーズ・アイズ ケニー・ランキン

愛は陶酔 エンゾ・エンゾ

ラブ・フォー・セール ジョイス・モレーノ

レッツ・ドゥ・イット ジョイス・モレーノ

ボーダス・ヂ・プラッタ（銀婚式） ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート

Ｇｕｒｕ　Ｒａｍ　Ｄａｓ ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート

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

エスターテ サーシャ

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

遅くなったらごめんなさい 吉田慶子

アルチーゴ・ヂ・ルーショ マルシア・ロペス

コモン・グラウンド ジュディ・ロバーツ

デジャ・ヴュ クリス・デランノ・アンド・アレックス・モレイラ

テン・キュエ・バレ カレイドスコーピオ

ティー・フォー・トゥー ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ

パンとコーヒー ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ

サンバ・ドス・アニマイス アドリアーナ・マシエル

エ・オ・ムンド・ナォン・シ・アカボウ マルシア・ロペス

美しい希望 ジョー・バルビエリ

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

ダウン・ヒア・オン・ザ・グラウンド ドッチー・ラインハルト　ｗｉｔｈ　クリスチャン・フォン・デア・ゴルツ

くよくよするなよ セルジオ・メンデス＆ブラジル７７

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

セ・シ・ボン ダグマーズ・コレクティヴ

３月の水 ステイシー・ケント

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

クロース・トゥ・ユー ｎｏｏｎ

キサス・キサス・キサス／たぶん　たぶん　たぶん 小野リサ

トリステ サラ・マッケンジー

オルリーのサンバ イリアーヌ・イリアス

アン・アップ・ドーン イリアーヌ・イリアス

ホエン・ウィー・ダンス ルシアーナ・ソウザ

トゥー・カイツ アントニオ・カルロス・ジョビン

ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス

イッツ・オーヴァー ピート・ヨーク・パーカッション・バンド

Ｖｏｃｅ　ａｂｕｓｏｕ ｃｈｉｅ

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

ウン・アシデンチ・ソー パウロ・ムニツ

ラムール・ラプレミディ ブノワ・マンション

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

ユリの花 ケイト・マクギャリー

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

2017/11/22～2017/11/26 17:00～19:00

SSW

総曲数：34

TITLE ARTIST

アイム・ユア・ドッグ マイク・ヴァイオラ

マグパイの歌 ヘロン

ドメスティックス ザ・ロング・ロスト

カム・オン イーサ・デイヴィス

ビシュズ・ハイドアウェイ リチャード・ナット

傘男 マロー

サンデイ・モーニング・バーズ（シンギン・ハレルヤ） パハロ・サンライズ

エンジン・スモーク ジュリアン・プラス

アイ・ワナ・ダンス・ウィズ・サムバディ スコット・マシュー

サマータイム ポケットブックス

ストレイ・ドッグ ジェシー・ハリス

シングズ・ビハインド・ザ・サン ニックド・ドレイク

フェンシズ エリン・ボーディ

アンダー・ザ・サン ミア・ドイ・トッド

１１月の雪 ジュリー・ドワロン

アヴァランチ スフィアン・スティーヴンス

ヒューマン・ハンズ バウアーバーズ

フォー・ザ・ベスト グレゴリー・アンド・ザ・ホーク

マクガイヴァー・ブルース マイ・リトル・ポニー

アイ・ウォント・ラヴ ジェロ

エレヴェーター・ライド アラン・ハンプトン

ダーカー・シングズ アラン・ハンプトン

ストップ・ディス・トレイン ジョン・メイヤー

イット・ドント・マター ドノヴァン・フランケンレイター

ホエン・アイ・ルック・アップ ジャック・ジョンソン

ピーチ・ツリーズ ルーファス・ウェインライト

ピクチャーズ ベンジャミン・フランシス・レフトウィッチ

ドリーム・オブ・ザ・パスト ジェシー・ハリス

ソング・ウイ・ロング トニー・コジネク

キャプテン ジョン・ヴィレモンテ

ラプト・アテンション ジーズ・トレイルズ

ユーヴ・ガット・マイ・ラヴ ブリーズ

モーニング・アット・デイブレイク ブリーズ

シティ・オブ・フラワーズ アディティア・ソフィアン



エクセルシオール

2017/11/22～2017/11/26 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：50

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

チーク・トゥ・チーク ケイト・フラー

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

ハッピーな二人 リサ・エクダール

Ｓｉｎｇｅｒ　Ｓｏｎｇ　Ｗｒｉｔｅｒ Ｒｅｉｎａ　Ｋｉｔａｄａ

ソー・イン・ラブ バーブラ・リカ

コーヒー・ショップ バーブラ・リカ

ムーディーズ・ムード・フォー・ラヴ ブルータイム・クインテット・フィーチャリング・イッツィ

アイヴ・ガット・ユー・アンダー・マイ・スキン レイチェル・グールド／チェット・ベイカー

二つの愛 アワ

リスペクト・ライフ トゥトゥ・プワネ

プット・オン・ア・ハッピー・フェイス アン・バートン／ピム・ヤコブストリオ

サンバ・サラヴァ ダイアナ・パントン

アイム・オールド・ファッションド ジャネット・サイデル

ロンサム・ロード ジャネット・サイデル

トゥルー・ブルー・ルー ウェンディ・モートン

私だけの世界 ダイアナ・パントン

アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング クリスティーナ・グスタフソン

ワン・ナイト マシュー・ラーキン・カッセル

コットン・クラウズ ジ・オーディアンズ

ムーンリヴァー ジ・オーディアンズ

Ｍｍｍｍｍ ルース・ヨンカー

スマイル ウィキッド・ジャズ・コネクション

タイム ポール・ファン・ケッセル

ライオット ポール・ファン・ケッセル

リトル・ハウス トーファー・モー

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

タイム・トゥ・ゴー ミゲル・アトウッド・ファーガソン

愛を贈れば　ｆｅａｔ．　グレッチェン・パーラト ニュー・ウエスト・ギター・グループ

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

チケット・トゥ・ライド マリーナ・モーテンソン

Ｏｐｅｒａ Ｓａｋａｉ　ａｓｕｋａ　ｆｅａｔ．　イダロン

ミッシング・ユー パトリーナ・モリス

スリープウォーカー ジュリー・バーン

雨のパリで サラ・マッケンジー

ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ アンドレア・モティス

ウォッチ・ユー・スリーピング　ｆｅａｔ．　コリ・ウィザース ブッカー・Ｔ＆フレンズ

チェンジング・オール・ゾーズ・チェンジズ マデリン・ペルー

ハヴント・ウィ・メット？ ケニー・ランキン

アイ・ノウ・ザ・ムーン ブロッサム・ディアリー

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

リアリー・ラヴ ディアンジェロ＆ザ・ヴァンガード

二人でお茶を シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

ラ・ティエンダ・デ・ソンブレロス ムッシュ・ペリネ

ヴォセ ドム・ラ・ネーナ

オールド＆クレイジー（ＦＥＡＴ．エスペランサ） ブルーノ・マーズ

ダブル・レインボウ（薔薇に降る雨） ピンキー・ウィンターズ

エヴリシング・アイヴ・ガット サラ・ガザレク

花とミツバチ サラ・ガザレク


