
エクセルシオール

2018/04/11～2018/04/24 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：69

TITLE ARTIST

レ・ジュー・ソン・フェ ローズ

テイク・オン・ミー アニー・Ｂ・スウィート

ファニー・リトル・ダンス モニカ・リドケ

ジョイフリー カーリ・ジョーブ

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

ジャ・ノ・テ・ヴェリア・マス（ネヴァー・シー・ユー） ロチャ

グッド・トーク エギル・オルセン

メイク・ラヴ ザ・ジャック・ムーヴス

ブライト・ホワイツ（Ｒｏｏｍ　Ｆｏｒ　Ｄｒｅａｍ　Ｍｉｘ） キシバシ

ウォーター・オン カーリー・ジラフ

アイ・ニード・サムシング ニュートン・フォークナー

イエス・アイ・ドゥ ローラ・アラン

ザ・ワールド・スピンズ・オン ディラン・モンドグリーン

アン・アクト・オブ・コントリション スペンサー・マクギリカッティー

セレナーデ ブルーノ・マーツ

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

キャッスルズ・メイド・オブ・サンド 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

イパネマの娘 ジョアン・ドナート

ア・マター・オブ・タイム ジェシー・ハリス

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

誰もが眠る ダイアナ・パントン

ホウェン・アイ・カム・アラウンド クラブ・エイト

エイント・ギヴィン・アップ リーサ

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

ヴォンターヂ アナ・クラウヂア・ロメリーノ

アップ・イン・ジ・エア ザ・ニュー・マスターサウンズ

トラスト スティーヴン・スタインブリンク

ホウィストラー アーランド・オイエ

レインマン アーランド・オイエ

燦然たる日々 ザ・マジック・シアター

言って　して　キスして ジョー・バルビエリ

テイキング・ピクチャーズ ジョー・ローリー

ホーリー・ドライヴ サリー・セルトマン

ラヴ・オン・ザ・ウィークエンド ジョン・メイヤー

ピクチャー・ミー スザンナ・ホフス

リーフ・オフ／ザ・ケイヴ ホセ・ゴンザレス

アイ・ワナ・ビー・ウィズ・ユー ニータ

Ｓｔｏｒｙは街角に プリシラ・アーン

ベター レジーナ・スペクター

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

フォー・アナザー・デイ ニッキー

ヘイ・スティーブン テイラー・スウィフト

ロスト・スターズ キーラ・ナイトレイ

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

ブロークン ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ

トゥ・ザ・シー ジャック・ジョンソン

ノー・グッド・ウィズ・フェイセズ ジャック・ジョンソン

マイタ ドリス・モンテイロ

ドライヴィン・アラウンド メリーナ・カッスル

ブラックバード サラ・マクラクラン

ガッタ・ゲット・アウェイ アーニー・クルーズ・Ｊｒ．

ベイビー アリス・スミス＋アロー・ブラック

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

ミザリー ティーヴィー・ガール

ノット・アロウド ティーヴィー・ガール

ネヴァー・メット・ミー ティーヴィー・ガール

ウェイティング・フォー・ナッシング マンソー

ビルドザットウォール エイミー・マン

アイヴ・トライド・エヴリシング ザ・クリブス

ミー・アンド・ジェーン・ドウ シャルロット・ゲンズブール

ラヴ・ウィル・テイク・ユー アンガス＆ジュリア・ストーン

ハスブルック・ハイツ ルーマー

アイ・ロウト・ディス・ソング ヨンナ・リー

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

2018/04/11～2018/04/24 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：67

TITLE ARTIST

サラ 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

イパネマの娘 チャド＆ジェレミー

ナイトタイム オハイオ・エクスプレス

ピーナッツ 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

ヒーズ・スティル・イン・マイ・ハート ソルト・ウォーター・タフィー

ラヴ・ドント・キープ・ミー・ウェイティング ソルト・ウォーター・タフィー

イッツ・オール・イン・ユア・ハンズ ソルト・ウォーター・タフィー

バンビ ドン・アンド・ザ・グッドタイムス

ウェイク・アップ・トゥ・ミー・ジェントル クロディーヌ・ロンジェ

イット・ブリングス・ミー・ダウン ビリー・ニコルス

デイ・バイ・デイ ジョー・クルス＆ザ・クルゼッテス

ウィズ・ユア・ラヴ・ナウ ジョー・クルス＆ザ・クルゼッテス

ゴナ・ファインド・ア・レインボウ ザ・ブレディ・バンチ

ナッシング・ウロング・ウィズ・ユー ザ・ゴールドブライアーズ

悲しみはぶっとばせ ザ・シルキー

ディス・タイム・オブ・ライフ 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

アイ・ネヴァー・アスクト 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

（サムシング・イン）ザ・ウェイ・シー・ルックス・アット・ユー ポリドール・パム

スノウ・クイーン ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ

アイヴィ・オン・ア・ウィンディ・デイ フリー・デザイン

レインドロップス・キープ・フォーリング・オン・マイ・ヘッド フリー・デザイン

アイム・イン・ラヴ・アゲイン チャド＆ジェレミー

君は彼女 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

ミラー・メイズ・レディー ザ・マッチ

ゴーイン・バック ザ・バーズ

エヴリタイム ジグソー

ウィッシュユーアウィッシュ ザ・ホリーズ

オン・ア・ビューティフル・デイ サンシャイン・カンパニー

ストーミー クラシックス・Ⅳ

ユー・アー・ザ・サンシャイン・オブ・マイ・ライフ アニタ・カー・シンガーズ

愛のプレリュード ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス

エイント・イット・クレイジー ザ・ブラディ・バンチ

恋よ、さようなら パイザノ＆ラフ

アイ・キャント・ビリーヴ・イット アルゾ＆ユーディーン

スモール・トーク クロディーヌ・ロンジェ

アーリー・イン・ザ・モーニング メリー・ゴー・ラウンド

ヘイ・ボーイ（ザ・ガールズ・イン・ラヴ・ウィズ・ユー） エイス・デイ

ウィ・キャン・ヘルプ・ユー（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｓｔｅｒｅｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ

イージー・カム・イージー・ゴー ママ・キャス

ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６

レインボウ・ツリー レモン・パイパーズ

涙の願い ジグソー

ドント・ビー・アフレイド ザ・ロバート・テニソン・トゥループ

マイノリティ ノーザン・ライツ

イフ・ユー・ビカム・ア・バガルー ザ・バガルーズ

ニャ・ニャ・ニャ・ニャ・ニャ ザ・バガルーズ

スウィーツ・フォー・マイ・スウィート ザ・カーニヴァル

ウィンズ・オブ・ヘヴン ジャッキー＆ロイ

ザ・モーニング・カムズ・アズ・スウィフトリー・アズ・レイン スモーキー・アンド・ヒズ・シスター

ヘザー・モーニング モーガンメイソンダウンズ

リザ スティーヴ＆スティーヴィー

シーズ・ゲッティング・マリッド スティーヴ＆スティーヴィー

カム・バック・アンド・シェイク・ミー ペイジ・クレール

イット・ワズ・オールウェイズ・ユー ペイジ・クレール

ディス・ハッピー・モーニング ビアギッテ・ルゥストゥエア

トゥ・プット・アップ・ウィズ・ユー ポール・ウィリアムズ

青春の光と影 ハーパース・ビザール

ウィンディ アソシエイション

さよならコロンバス アソシエイション

カム・トゥ・ザ・サンシャイン 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

バック・ホエア・ユー・ビロング サンディ・サリスベリー

ウィル・ユー・エヴァー・シー・ミー サジタリアス

レンド・ミー・ア・スマイル サジタリアス



エクセルシオール

2018/04/11～2018/04/24 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：47

TITLE ARTIST

オ・パト アルヴァーロ・ベローニ

ゾーズ・アイズ ケニー・ランキン

ハニー ヤング・ホルト・アンリミテッド

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

チン・チン（乾杯） ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート

サビア 小野リサ

スマイル ジョアン・ドナート

ブロッサムズ・ドリーム 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 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

ぴったりの恋 吉田慶子

リトラニア（海辺） クララ・モレーノ

モッサ・フロール（花の娘） クララ・モレーノ・フィーチャリング・セルソ・フォンセカ

ユア・ソング ミラ

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

デジャ・ヴュ クリス・デランノ・アンド・アレックス・モレイラ

メドレー：オーヴァージョイド～アンコーラ アナ・カラン

テン・キュエ・バレ カレイドスコーピオ

夕暮れのコーヒー ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ

セプテンバー ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

オウトロ・カミーニョ カチア

Ｓｅｎｊａ　Ｄａｎ　Ｍｅｎｔａｒｉ マルコマルシェ

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

ブランキーニャ 吉田慶子＆黒木千波留

インポッシブル ジョー・ローリー

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

エヴリシング・イズ・カミング・トゥ・ザ・ライト グーギー・アンド・トム・コッポラ

ゴールデン・レディ ホセ・フェリシアーノ

サン・ホセへの道 リタ・ライス

コルコヴァード マルガリータ・ベンクトソン

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

ウン・ウオーモ・エ・ウナ・ドンナ アンジェリカ

想いあふれて レイラ・ピニェイロ

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

レット・イット・キャリー・ユー ホセ・ゴンザレス

想いあふれて アンドレア・モティス

ネヴァー・ダイ・ヤング ルシアーナ・ソウザ

ジャズ・ン・サンバ ミルト・ジャクソン

ユー・メイク・ミー・フィール ベニテス

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

マッチスティック スワン・ダイヴ

イン・ブロッサム スワン・ダイヴ

サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ

小舟 ピンキー・ウィンターズ

ジェット機のサンバ ピンキー・ウィンターズ



エクセルシオール

2018/04/11～2018/04/24 17:00～19:00

SSW

総曲数：32

TITLE ARTIST

マダム・ラムール ティパリ

ウィスキー・ウィット クウェシ・Ｋ

シンプル・エクスプラネイション オータム・ディフェンス

トラブル エリオット・スミス

パンツ ダッド・ロックス

アイ・ワズント・ボーン・トゥ・フォロー ベス・オートン

ナウ・ウィ・ノウ（オルタネイト・ヴァージョン） ジェフ・ハンソン

ワイル・アイ・ウォーク・ユー・ホーム ディラン・モンドグリーン

タファー パハロ・サンライズ

リール・オブ・ザ・ワールド パハロ・サンライズ

オクトーバー タン

ホット・スカリー・サマー ヴィレジャーズ

パチョリ ジェシー・ハリス

ウィズアウト・フィアー ショアライン

フォールド ホセ・ゴンザレス

イッツ・ジャスト・ラヴ ドノヴァン・フランケンレイター

ア・ウェイヴ・イズ・ローリング ジ・イノセンス・ミッション

ぜったいしないようなこと ジェフ・ハンソン

バイ・ザ・シー マット・マクヒュー

ソー・ディマジナ サラ・タヴァレス

ゲット・オン・ナイス シモン・ダルメ

イン・ア・トゥリー プリシラ・アーン

パイン・ツリーズ ジェイク・バグ

テイラー ジャック・ジョンソン

エニワン・バット・ユー メリーナ・カッスル

ミスター・サン キナ・グラニス

アフター・ザ・レイン アディティア・ソフィアン

ナッシング・ウィル・エヴァー・アズ・グッド ザ・シンプル・カーニヴァル

レイ・ザ・ピーシズ グレーター・アレクサンダー

スリープ・サンドイッチ エルヴィス・パーキンス

遠く遠く ヤエル・ナイム

サム ルーマー



エクセルシオール

2018/04/11～2018/04/24 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：50

TITLE ARTIST

ボトルズ 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

ラァ・ダンス・デュ・クール モニカ・リンゲス

インサイド・イーチ・アザー エマ・サロコスキー

ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ

Ｍｙ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｔｈｉｎｇｓ ギラ・ジルカ

’Ｓ　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ギラ・ジルカ

ザッツ・ホワット・アイ・ヘイト バーブラ・リカ

ハウ・ディープ・イズ・ユア・ラヴ ローレン・デスバーグ

ウィル・ユー・スティル・ラヴ・ミー・トゥモロウ インゲル・マリエ・グンナシェン

ピンク・ムーン ミシャ・フィッツジェラルド・ミッシェル

アップ・オン・ザ・ルーフ フランシアン・ファン・タイネン

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

ザ・フィッシュ ダスコ・ゴイコヴィッチ

リスペクト・ライフ トゥトゥ・プワネ

リトル・ジャズ・バード ジャネット・サイデル

おいしい水 ジャネット・サイデル

ブロッサムズ・ドリーム ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー

ワン・ナイト マシュー・ラーキン・カッセル

ハッピー・サンバ マーク・マーフィー＆ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ

スマイル ウィキッド・ジャズ・コネクション

７ｔｈ・アヴェニュー・ノース マーク・キャリー

ルック・アット・ザ・スターズ トーファー・モー

オール・アイヴ・ガット・トゥ・ギヴ ザ・スパンデッツ

ル・マルシェ・オ・ピュス ブノワ・マンション

サンレイ ロージー・ブラウン

永遠の誓い（ｆｅａｔ．　ジェイコブ・コリアー） ベッカ・スティーヴンス

ドント・レット・ミー・ビー・ロンリー・トゥナイト ジェイムス・テイラー＆マイケル・ブレッカー

想いのまま イザベラ・ラングレン・ウイズ・カール・バッゲ・トリオ＆ペーター・アスプルンド

ザ・シークレット・ランゲージ ネイティヴ

トゥー・ダヴズ レイチェル・ブロットマン

ラヴス・ショー ドッチー・ラインハルト

Ｏｐｅｒａ Ｓａｋａｉ　ａｓｕｋａ　ｆｅａｔ．　イダロン

ムーン・リヴァー ナンシー・ウィルソン

ミッシング・ユー パトリーナ・モリス

アイ・ディドゥント・テル・ゼム・ホワイ アンドレア・モティス

ア・ハウス・イズ・ア・ホーム ベン＆エレン・ハーパー

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

チェンジング・オール・ゾーズ・チェンジズ マデリン・ペルー

カミング・アップ・ローゼズ キーラ・ナイトレイ

ユー・メイク・ミー・フィール ベニテス

孤独な夜 シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

ヒー・シンクス・アイ・スティル・ケア エミリー・クレア・バーロウ

ダガーズ＆スマイルズ ウーター・ヘメル

この素晴らしき世界 エミ・マイヤー

ラ・ティエンダ・デ・ソンブレロス ムッシュ・ペリネ

サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ

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

素晴らしき恋人たち ギャルズ＆パルズ


