
エクセルシオール

2018/06/13～2018/06/26 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：73

TITLE ARTIST

イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー

ライトモティーフ オースティン

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

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

アイ・ニード・サムシング ニュートン・フォークナー

ア・リトル・ロンガー カレオ

レッツ・ドゥ・イット ジョイス・モレーノ

Ｌｉ－Ｙｅ－Ｏ 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

ヒア・カムズ・ザ・サン マミートーン

ホイッスリング・ライヴァルリー ワイルド・ハニー

マーシー・マーシー・ミー（ジ・エコロジー） ニコラ・フォーク

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

ニーザー・オールド・ノーア・ヤング ジェシー・ハリス

ア・マター・オブ・タイム ジェシー・ハリス

アイ・オールウェイズ・ソート・ザ・ワールド・ウッド・キャッチ・ユア・フォール ジェシー・ハリス

ロマンス ミカド

ペルディーダ パウラ・メイヒデ

ライク・サムワン・イン・ラヴ ジャネット・サイデル

誰もが眠る ダイアナ・パントン

フード・ソング バーブラ・リカ

カヌー バーブラ・リカ

ホウェン・アイ・カム・アラウンド クラブ・エイト

ナンタケット・アイランド ウィリー・ライト

メモリーズ タイマネ・ガードナー

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

オーツ・ウィ・ソウ グレゴリー・アンド・ザ・ホーク

アップ・イン・ジ・エア ザ・ニュー・マスターサウンズ

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

ボックス・オブ・シングス ロリ・カレン

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

イリュージョンズ・オブ・ブリス サラ・マクラクラン

ラヴ・オン・ザ・ウィークエンド ジョン・メイヤー

サニー・デイ パトリーナ・モリス

テイク・オフ・ユア・クール アウトキャスト・フィーチャリング・ノラ・ジョーンズ

愛はきらめきの中に ザ・バード＆ザ・ビー

リーフ・オフ／ザ・ケイヴ ホセ・ゴンザレス

Ｓｔｏｒｙは街角に プリシラ・アーン

ベター レジーナ・スペクター

レインコート・ソング ミーコ

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

エヴリデイ サウサリート・フォックストロット

ロスト・スターズ キーラ・ナイトレイ

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

ジャズ・ン・サンバ ミルト・ジャクソン

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

ユー・メイク・ミー・フィール ベニテス

フィール・ソー・グッド カレン・ソウサ

ガッタ・ゲット・アウェイ アーニー・クルーズ・Ｊｒ．

ファイン ティアゴ・イオルク

ビザール・ラヴ・トライアングル マカナ

アイヴ・ガット・ユー（ホワット・ドゥ・ゼイ・ノウ） ケリ・ノーブル

モダン・ロマンス サーシャ・ダブソン

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

ミザリー 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

アイヴ・トライド・エヴリシング ザ・クリブス

サラウンド・ユー エコスミス

ハスブルック・ハイツ 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

オールド＆クレイジー（ＦＥＡＴ．エスペランサ） ブルーノ・マーズ



エクセルシオール

2018/06/13～2018/06/26 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：69

TITLE ARTIST

レッド・ラバー・ボール ザ・サークル

つらいとき エタニティーズ・チルドレン

悲しき噂 エタニティーズ・チルドレン

リヴィング・イズ・イージー エタニティーズ・チルドレン

ブラジリアン・ラブ・ソング トム・スプリングフィールド

太陽の道 トム・スプリングフィールド

ピーナッツ 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

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

スティックス・アンド・ストーンズ 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

ウォーク・アウェイ・レネ キャッチ２２

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

ライフ・イズ・ショート ビリー・ニコルス

ウォーク・オン・バイ 岡崎広志とスターゲイザーズ

ヒア・トゥデイ ビーチ・ボーイズ

イージー・アズ・１、２、３ ジル・ギブソン

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

ヤング・アンド・フリー トゥイン・コネクション

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

ユー・ノウ・アイヴ・ファウンド・ア・ウェイ サジタリアス

パス・イット・アラウンド ジョージィ・フェイム

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

ナスティ、ナスティ・ハビット（Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ’　Ｍｉｘ） デイヴ・フリッシュバーグ

オクラホマ・トード（Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ’　Ｍｉｘ） デイヴ・フリッシュバーグ

（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

フェリシダージ（幸福） クロディーヌ・ロンジェ

ラヴ・ソングス マーゴ・ガーヤン

アイム・イン・ラヴ・アゲイン チャド＆ジェレミー

ホワット・ドゥ・ユー・ウォント・ウィズ・ミー チャド＆ジェレミー

パッシング・バイ ビーチ・ボーイズ

グリーン・グラス ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ

オン・ア・ビューティフル・デイ サンシャイン・カンパニー

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

シンク・オブ・レイン クロディーヌ・ロンジェ

クリエイターズ・オブ・レイン クロディーヌ・ロンジェ

恋よ、さようなら パイザノ＆ラフ

ディス・ルーム 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

手紙が欲しい パンチ

ボウリング・グリーン アラン・コープランド・コンスピレイシー

グッバイ・ホーリィ レフト・バンク

イージー・カム・イージー・ゴー ママ・キャス

ワン・ウェイ・チケット ママ・キャス

ザ・ドリフター ハイジ・ブリュール

ミッシェル サンドパイパーズ

オール・マイ・ラヴィング サンドパイパーズ

涙の願い ジグソー

ブックエンズ マーク・リンゼイ

ドント・ビー・アフレイド ザ・ロバート・テニソン・トゥループ

キャッスルズ・イン・ジ・エア 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

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

リーチング・アウト・フォー・サムワン ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ

トゥ・プット・アップ・ウィズ・ユー ポール・ウィリアムズ

さよならコロンバス アソシエイション

ストレッチ・リーヴァイス カート・ベッチャー

ア・リトル・ビット・オブ・ラヴ サンディ・サリスベリー

ブリング・ミー・オン・バック・ホーム・アゲイン サンディ・サリスベリー

トゥモロー サンディ・サリスベリー

バック・ホエア・ユー・ビロング サンディ・サリスベリー

アイ・スティル・キャン・シー・ユア・フェイス サジタリアス



エクセルシオール

2018/06/13～2018/06/26 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：44

TITLE ARTIST

ライト・アンダー・ザ・ブルージズ モニカ・リドケ

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

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

キラー・クイーン ヘナータ・ジェバラ

サウト・アウト～ハイヒール～ ヘナート・モタ・イ・パトリシア・ロバート

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

スマイル ジョアン・ドナート

バット・ノット・フォー・ミー ジョアン・ドナート

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

トゥルーリー リーサ

こんな僕でよかったら リーサ

イエスタデイ ハニー・ドリッパーズ＆ザ・ピガロ・シンガーズ

メドレー：オーヴァージョイド～アンコーラ アナ・カラン

愛は吐息のように キャロル＆ゼッカ・ロドリゲス

ふさわしくない人 アルトゥール＆サブリナ

セプテンバー ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

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

オウトロ・カミーニョ カチア

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

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

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

サン・ホセへの道 リタ・ライス

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

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

ルッキング・ウォーキング・ビーイング アガ・ザリヤン

キサス・キサス・キサス／たぶん　たぶん　たぶん 小野リサ

レット・イット・キャリー・ユー ホセ・ゴンザレス

トリステ サラ・マッケンジー

イン・ザ・ネーム・オブ・ラヴ サラ・マッケンジー

心のラヴ・ソング ジョン・ピザレリ

ホエン・ウィー・ダンス ルシアーナ・ソウザ

三月の水 ルシアーナ・ソウザ

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

アイル・ビー・ラヴィング・ユー ベレーザ

イン・ブロッサム スワン・ダイヴ

エール・ア・ダーゼ ザ・ペンギン・カフェ・オーケストラ

ラムール・ラプレミディ ブノワ・マンション

小舟 ピンキー・ウィンターズ



エクセルシオール

2018/06/13～2018/06/26 17:00～19:00

SSW

総曲数：33

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

サンシャイン ヘロン

マイ・ハンズ グレイ・レヴァレンド

シンプル・エクスプラネイション オータム・ディフェンス

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

オクトーバー タン

リール・トゥー・リアル ピーター・モーレン

パチョリ ジェシー・ハリス

アナザー・サンデー・サーム ザ・レジャー・ソサエティ

アイ・ウィル ローリー・カレン

ホワットエヴァー・ハプンズ アリー・カー

ワン・デイ・アット・ア・タイム ヘイリー・セールズ

ぜったいしないようなこと ジェフ・ハンソン

アニマル・トラックス マウンテン・マン

バイ・ザ・シー マット・マクヒュー

アンダー・ザ・ホイール ジ・オータム・ディフェンス

グッド・タイムズ ザ・ペッパー・ポッツ

サンシャイン・ルーフ ジ・イノセンス・ミッション

ソー・ディマジナ サラ・タヴァレス

タイアリング・トゥ・ビー・サムワン・エルス ジェレミー

クイーンズボロ・ブリッジ デヴィッド・ミード

アップサイド・ダウン ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ

ターン・ユア・ラヴ ジャック・ジョンソン

アフター・ザ・レイン アディティア・ソフィアン

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

マイ・ローラーコースター キミヤ・ドーソン

遠く遠く ヤエル・ナイム

サム ルーマー

タイガー セラフィナ・スティア

コクーン ケイト・シコラ



エクセルシオール

2018/06/13～2018/06/26 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：47

TITLE ARTIST

新しい日々 カーリン・アリソン

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

日常の幸せ エンゾ・エンゾ

ライク・ア・ギャラクシー・オブ・スターズ バイロン・モリス＆ユニティ

サンバ・フォー・ヴィッキー デイヴ・マッカイ＆ヴィッキー・ハミルトン

ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ

’Ｓ　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ギラ・ジルカ

イレーネ ローズ・メルバーグ

ピンク・ムーン ミシャ・フィッツジェラルド・ミッシェル

フィルズ・ボッサ レイチェル・グールド／チェット・ベイカー

アット・サンダウン 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

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

レッツ・ゲット・イット・オン リーサ

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

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

ストレンジ・ユニヴァース・フィーチャリング・ジジ・マレンテット ブレイン・ウィテカー

メモリー マルシナ・アーノルド

ロージズ・オール・ザ・ウェイ 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

７ｔｈ・アヴェニュー・ノース マーク・キャリー

タイム ポール・ファン・ケッセル

オール・アイヴ・ガット・トゥ・ギヴ ザ・スパンデッツ

恋はくせもの Ｃｈａｉ－Ｃｈｅｅ　Ｓｉｓｔｅｒｓ

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

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

マイ・ロマンス ロヴィーサ

トゥー・ダヴズ レイチェル・ブロットマン

アゲイン＆アゲイン ザ・バード＆ザ・ビー

素晴らしき恋人たち 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

ドント・ビー・ディナイド ノラ・ジョーンズ

チェンジング・オール・ゾーズ・チェンジズ マデリン・ペルー

二人でお茶を シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

孤独な夜 シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

ブレイキング・アップ・イズ・ハード・トゥ・ドゥ エミリー・クレア・バーロウ

フー・ケアーズ シゼル・ストーム

Ｐａｒ　Ｈａｓａｒｄ ミカド

ダガーズ＆スマイルズ ウーター・ヘメル

チーク・トゥ・チーク エミ・マイヤー

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


