
エクセルシオール

2018/07/25～2018/08/07 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：68

TITLE ARTIST

レ・ジュー・ソン・フェ ローズ

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

メイク・ラヴ ザ・ジャック・ムーヴス

パワー・オブ・トゥー インディゴ・ガールズ

ハニー ヤング・ホルト・アンリミテッド

レッツ・ドゥ・イット ジョイス・モレーノ

Ｌｉ－Ｙｅ－Ｏ ギラ・ジルカ

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

バット・ノット・フォー・ミー ジョアン・ドナート

アイム・ノット・オン・ユア・マインド 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

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

ライク・サムワン・イン・ラヴ ジャネット・サイデル

ハイダウェイ 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

フィッシーズ バーブラ・リカ

カヌー バーブラ・リカ

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

トライ・アンド・フライ ジ・オーディアンズ

アップ・イン・ジ・エア ザ・ニュー・マスターサウンズ

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

レインマン アーランド・オイエ

ソーリー スウィッシー

ボックス・オブ・シングス ロリ・カレン

リーフ アラン・ハンプトン

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

テイキング・ピクチャーズ ジョー・ローリー

マイ・ディア・フレンド カーリー・ジラフ

イリュージョンズ・オブ・ブリス サラ・マクラクラン

ブリーズ アンナ・ナリック

キス・ミー シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー

サンライズ ノラ・ジョーンズ

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

サマー・デイ シェリル・クロウ

ロスト・スターズ キーラ・ナイトレイ

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

フォー・ノー・ワン カエターノ・ヴェローゾ

エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ

ドライヴィン・アラウンド メリーナ・カッスル

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

輝く太陽 ヘイリー・ロレン

フィール・ソー・グッド カレン・ソウサ

ファイン ティアゴ・イオルク

ラヴィン、タッチン、スクイージン マリノ

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

フェイシズ レネ・マーリン

ソング・ウイ・ロング トニー・コジネク

コニー・アイランド・メモリーズ ジョルジオ・トゥマ

オートマチック・ハイ ダリル・ウェジー

シガレッツ・アウト・ザ・ウィンドウ 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

オール・ユーヴ・ガット・トゥ・ドゥ マンソー

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

ベスト・ショット バーディー・アンド・ジェイムズ・ヤング

セイ・ホワット・ユー・ウォント ケイウェイ



エクセルシオール

2018/07/25～2018/08/07 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：67

TITLE ARTIST

レクイエム・フォー・ザ・マシーズ ジ・アソシエイション

イパネマの娘 チャド＆ジェレミー

フール・オン・ザ・ヒル リサ・ミラー

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

アイ・ドント・ワナ・ビー・アラウンド・ユー イノセンス

ジャスト・キャント・ゲット・アロング アルゾ

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

ホールド・ミー キャッチ２２

ウォーク・アウェイ・レネ キャッチ２２

５９ｔｈ・ストリート・ブリッジ・ソング（フィーリン・グルーヴィ） キャッチ２２

エヴリ・ナイト クロディーヌ・ロンジェ

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

ホエン・アイ・ラヴド・ヒム 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

ライフ・イズ・ショート ビリー・ニコルス

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

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） ハリウッド・フリーウェイ

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

サイレント・ソング アソシエイション

ゴーイング・ホーム ジョージィ・フェイム

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

ドゥ・ユー・ハヴ・エニー・リグレッツ？ ダリアン・サハナジャ

ラヴ・ソングス マーゴ・ガーヤン

スパンキー・アンド・アワ・ギャング 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

ゴーイン・バック ザ・バーズ

ダニエル・ドルフィン フリー・デザイン

エレヴェイテッド・オブザヴェイションズ ザ・ホリーズ

ディードリ ビーチ・ボーイズ

アイ・ビリーヴ・イン・ユー ザ・ブラディ・バンチ

恋よ、さようなら パイザノ＆ラフ

オール・オブ・マイ・ラヴィン アルゾ＆ユーディーン

ア・クラウンズ・ノー・グッド メリー・ゴー・ラウンド

キャスト・ユア・フェイト・トゥ・ザ・ウィンド ウィ・ファイヴ

スモール・ワールド ウィ・ファイヴ

メイク・サムワン・ハッピー ウィ・ファイヴ

ドント・ウェイク・ミー・アップ・イン・ザ・モーニング、マイケル ペパーミント・レインボー

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

ノルウェーの森 セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６

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

ホエンス・アイ・メイク・ジー・マイン ジ・イノセンス

涙の願い ジグソー

ストーニー・エンド ペギー・リプトン

ドント・ビー・アフレイド ザ・ロバート・テニソン・トゥループ

フォー・ア・フレンド 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

サムワンズ・シンギング ジャッキー＆ロイ

ソーサリト・ベイ スモーキー・アンド・ヒズ・シスター

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

アイ・ウィル 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

アイ・ジャスト・ドント・ノウ・ハウ・トゥ・セイ・グッド・バイ ミレニウム

ダイイング・ウィズ・ユー ミレニウム

ア・リトル・ビット・オブ・ラヴ 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

ウィル・ユー・エヴァー・シー・ミー サジタリアス

アイ・スティル・キャン・シー・ユア・フェイス サジタリアス

サンホセへの道 ミューチュアル・アンダースタンディング



エクセルシオール

2018/07/25～2018/08/07 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

Ｇａｂｉｒｏｂａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ

ソ・ダンソ・サンバ チャーリー・バード

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

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

イパネマの娘 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

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

エスターテ サーシャ

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

イエスタデイ ハニー・ドリッパーズ＆ザ・ピガロ・シンガーズ

デジャ・ヴュ クリス・デランノ・アンド・アレックス・モレイラ

スマイル ウィキッド・ジャズ・コネクション

メドレー：オーヴァージョイド～アンコーラ アナ・カラン

フォーリング・スローリー エリザ・ラケルダ＆フラビオ・メンデス

ヴァタパー アルトゥール＆サブリナ

エ・オ・ムンド・ナォン・シ・アカボウ マルシア・ロペス

フロール・ヂ・リス グレッチェン・パーラト

サイコー 松田美緒

私が生まれた夜 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

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

キャッチ・オブ・ザ・デイ サリー・セルトマン

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

ライク・ア・ラヴァー ロヴィーサ

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

ラヴィン・ユー ダイアン・リーヴス

春の如く ステイシー・ケント

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

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

ユーアー・ゲッティング・トゥ・ビー・ア・ハビット・ウィズ・ミー イリアーヌ・イリアス

リトル・パラダイス イリアーヌ・イリアス

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

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

小舟 ピンキー・ウィンターズ



エクセルシオール

2018/07/25～2018/08/07 17:00～19:00

SSW

総曲数：31

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

スロー サリー・ドゥワースキー

ラブ・ハズ・オーバーテイクン・アス ディラン・モンドグリーン

タファー パハロ・サンライズ

ベガー／ラヴァー パハロ・サンライズ

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

フロム・ザ・スタート ドミンゴ

グロー ドノヴァン・フランケンレイター

パリセイズの貪欲なスズメバチがもうすぐここに来る！ スフィアン・スティーヴンス

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

ミス・ミス グレゴリー・アンド・ザ・ホーク

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

ドリーム プリシラ・アーン

テイラー ジャック・ジョンソン

レット・イット・ビー・サング ジャック・ジョンソン・ウィズ・マット・コスタ＆ザック・ギル

ソーリー・オア・プリーズ キングス・オブ・コンヴィニエンス

フォーゲット・ジャカルタ アディティア・ソフィアン

アフター・ザ・レイン 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

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

ア・ビューティフル・メス ジェイソン・ムラーズ

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

2018/07/25～2018/08/07 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

アイム・ザ・ワン ロビン・マッケル

オ・バルキーニョ マリエル・コーマン＆ヨス・ヴァン・ビースト・トリオ

ア・サンデイ・スマイル キシバシ

日常の幸せ エンゾ・エンゾ

おかしな考え エンゾ・エンゾ

レッツ・ゲット・ロスト アレックス・チルトン

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

ロング・ロンリー・ロード ヴァレリー・ジューン

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

イレーネ ローズ・メルバーグ

アット・サンダウン ジャネット・サイデル

ボタン・アップ・ユア・オーヴァーコート 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

トゥルー・ブルー・ルー ウェンディ・モートン

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

シャク・ジュール ゴールディー

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

ライオット ポール・ファン・ケッセル

ガーズ・ダウン フライド・ライン（フィン・シルヴァー）

ナルシサス フライド・ライン（フィン・シルヴァー）

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

モーニング・パーソン ジョー・ローリー

スピン・アラウンド スライディング・ハマーズ

トゥー・ダヴズ レイチェル・ブロットマン

Ｏｐｅｒａ Ｓａｋａｉ　ａｓｕｋａ　ｆｅａｔ．　イダロン

素晴らしき恋人たち ナンシー・ウィルソン

パターンズ オリヴァー・ネルソン

アイ・ディドゥント・テル・ゼム・ホワイ アンドレア・モティス

ネヴァー・ウィル・アイ・マリー アンドレア・モティス

故郷のこころ ジョン・ピザレリ

ドント・ビー・ディナイド ノラ・ジョーンズ

カミング・アップ・ローゼズ キーラ・ナイトレイ

アイ・ノウ・ザ・ムーン ブロッサム・ディアリー

インビテイション シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

四月のパリ 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

ムーン・リバー エミ・マイヤー

あなたを思っても エミ・マイヤー

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

ダブル・レインボウ（薔薇に降る雨） ピンキー・ウィンターズ


