
エクセルシオール

2018/09/12～2018/09/25 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：65

TITLE ARTIST

レ・ジュー・ソン・フェ ローズ

イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー

ジョイフリー カーリ・ジョーブ

ソング・フォー・ザ・ソールド キシバシ

サテライト ナタリー・インブルーリア

ハニー ヤング・ホルト・アンリミテッド

オープニング・アップ・トゥ・ユー ローラ・アラン

レッツ・ドゥ・イット ジョイス・モレーノ

Ｐｉｅｃｅ　Ｏｆ　Ｍｙ　Ｗｉｓｈ ギラ・ジルカ

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

マーシー・マーシー・ミー（ジ・エコロジー） ニコラ・フォーク

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

世間知らずのＬｏｖｅ　Ｓｏｎｇ サンシャイン・ステイト

ライク・サムワン・イン・ラヴ ジャネット・サイデル

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

フィッシーズ バーブラ・リカ

エヴリバディ・プレイズ・ザ・フール ジャズ・パッセンジャーズ

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

ビューティフル・ラヴ マイロン＆ザ・ワークス

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

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

セイ・グッバイ アーランド・オイエ

レインマン アーランド・オイエ

ソーリー スウィッシー

レインボウ・カラーズ マーヤ

ボックス・オブ・シングス ロリ・カレン

ダーリン ファビアーナ・パッソーニ

リーフ アラン・ハンプトン

ロウルデス 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

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

イリュージョンズ・オブ・ブリス サラ・マクラクラン

ブロークン・ウィングス グーギー・アンド・トム・コッポラ

ブリーズ アンナ・ナリック

スマイル プリンセス／アンナ／セルジオ・グリベルト／カルロス・ロペス／ルイス・アルベルト／ヴィセンチ・フェオル

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

アイ・ワナ・ビー・ウィズ・ユー ニータ

ベター レジーナ・スペクター

ア・ハウス・イズ・ア・ホーム ベン＆エレン・ハーパー

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・ハイヤー・プレイス アダム・レヴィーン

ベター・トゥゲザー ジャック・ジョンソン

ブロークン ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ

ウォッチ・ゼム・グロウ ザック・ギル

トゥ・ザ・シー 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

オール・アタッチト ジャスティン・ヤング

ビッグ・ディール アヌヘア

モダン・ロマンス サーシャ・ダブソン

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

ポジティヴ・ラヴ グレーター・アレクサンダー

モウド・ホープ ジョルジオ・トゥマ

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

ナッシングズ・ロング エコスミス

サラウンド・ユー エコスミス

デンジャラス ルーマー

アイ・ロウト・ディス・ソング ヨンナ・リー



エクセルシオール

2018/09/12～2018/09/25 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：64

TITLE ARTIST

レクイエム・フォー・ザ・マシーズ ジ・アソシエイション

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

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

太陽の道 トム・スプリングフィールド

シャ・ラ・ラ 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

アンブレラズ フリー・デザイン

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

ハピネス・ソング ビリー・ニコルス

アー・ユー・ゼア 岡崎広志とスターゲイザーズ

ブレイキング・アップ・イズ・ハード・トゥ・ドゥ ハプニングス

イージー・アズ・１、２、３ ジル・ギブソン

ウィズ・ユア・ラヴ・ナウ ジョー・クルス＆ザ・クルゼッテス

サマー・ドリーミング ハーモニー・グラス

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

ロッキー・マウンテン・ウォーター（ＣＴＩ　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

ユー・ディドント・ハヴ・トゥ・ビー・ソー・ナイス アストラッド・ジルベルト

ビギニングズ アストラッド・ジルベルト

ジャスト・フレンズ クリス・モンテス

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

遠い渚（浜辺のシルエット） チャド＆ジェレミー

ゴーイン・バック ザ・バーズ

語りつくして ミレニウム

ダニエル・ドルフィン フリー・デザイン

ルック・マイ・ウェイ ジグソー

ディア・エロイース ザ・ホリーズ

ディードリ ビーチ・ボーイズ

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

ハド・トゥ・ラン・アラウンド 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

ユー・ワー・オン・マイ・マインド ウィ・ファイヴ

エヴリ・リトル・ムーヴ・シー・メイクス ホワイト・プレインズ

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

バロック・ア・ノヴァ アラン・コープランド・シンガーズ

グッバイ・ホーリィ レフト・バンク

ユー・アー・ジャスト・ザ・ワン（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｓｔｅｒｅｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ

ザ・シングルス・ゲーム ジェイ＆ザ・テクニークス

イージー・カム・イージー・ゴー ママ・キャス

ザ・ドリフター ロジャー・ニコルズ＆ア・スモール・サークル・オブ・フレンズ

ドント・レット・ミー・ダウン ディラード＆クラーク

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

ミッシェル 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

ウェイヴス・ラメント ザ・サード・ウェーヴ

マイノリティ ノーザン・ライツ

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

オレンジ・スカイズ ラヴ

テル・サムワン・ユー・ラヴ・ゼム ディノ，デジ＆ビリー

ダイイング・ウィズ・ユー ミレニウム

アイ・ジャスト・ドント・ノウ・ハウ・トゥ・セイ・グッドバイ 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

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

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



エクセルシオール

2018/09/12～2018/09/25 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：46

TITLE ARTIST

ライト・アンダー・ザ・ブルージズ モニカ・リドケ

ハロー・イン・ゼア エディ・リーダー

ゴースツ・オブ・ペン・ヒルズ ウイリアム・フィッツシモンズ

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

チン・チン（乾杯） 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

エブリシング・ハプンズ・トゥー・ミー リリアン・テリー

サビア 小野リサ

デサフィナード 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

ライク・サムワン・イン・ラヴ ジャネット・サイデル

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

ぴったりの恋 吉田慶子

ナイト・アンド・デイ 小林桂

イエスタデイ ハニー・ドリッパーズ＆ザ・ピガロ・シンガーズ

ソーニョ・コン・ソン トノ

デジャ・ヴュ クリス・デランノ・アンド・アレックス・モレイラ

スマイル ウィキッド・ジャズ・コネクション

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

オウトロ・カミーニョ カチア

大きな空虚 ゼ・マノエウ

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

君にぴったり ジョー・バルビエリ

ライク・サムワン・イン・ラヴ　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

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

ブランキーニャ 吉田慶子＆黒木千波留

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

くよくよするなよ セルジオ・メンデス＆ブラジル７７

ライク・ア・ラヴァー ロヴィーサ

セ・シ・ボン ダグマーズ・コレクティヴ

ウン・ウオーモ・エ・ウナ・ドンナ アンジェリカ

サンバ・サラヴァ ステイシー・ケント

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

リトル・パラダイス イリアーヌ・イリアス

クァンド、クァンド、クァンド ウィンタープレイ

ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー

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

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

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

2018/09/12～2018/09/25 17:00～19:00

SSW

総曲数：34

TITLE ARTIST

マダム・ラムール ティパリ

フォー・ビギナーズ Ｍ・ウォード

フロント・ポーチ・ラウンジャー Ｇラヴ

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

サマータイム ポケットブックス

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

サム・イヤーズ・アゴー ジェフ・ハンソン

カリフォルニア エギル・オルセン

ウィ・ゴー・トゥギャザー ザ・レジャー・ソサエティ

ウィール・ビー・オーケイ イマジナリー・フューチャー

ボトル・アップ・アンド・エクスプロード！ エリオット・スミス

Ｐａｒａｄｉｉｓ マリ・ポキネン

ジョニー ダニエル・ウェスリー

バイ・ザ・シー マット・マクヒュー

サンシャイン・ルーフ ジ・イノセンス・ミッション

ザ・トゥエルヴ・トーンズ スティーヴン・ダフィー＆ライラック・タイム

イン・ザ・ダーク キッド・アストレイ

ウェア・アイ・リブ オータム・ディフェンス

ドリーム プリシラ・アーン

トゥー・チェリッシュド・アンダースタンディングズ アヴィ・バッファロー

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

ホエン・アイ・ルック・アップ ジャック・ジョンソン

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

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

サム ルーマー

タイガー セラフィナ・スティア

アロング・ザ・ウェイ マーク・フライ

ア・マルガリーダ ルリーナ

コクーン ケイト・シコラ



エクセルシオール

2018/09/12～2018/09/25 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：50

TITLE ARTIST

新しい日々 カーリン・アリソン

ダ・ダン・ダ・フィーチャリング・スナーキー・パピー シャンテ・カン

ライド・ザット・サンビーム ウーター・ヘメル

おかしな考え エンゾ・エンゾ

ハッピーな二人 リサ・エクダール

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

レッツ・ゴー パウラ・リマ

チューン・アップ リリアン・テリー

ロング・ロンリー・ロード ヴァレリー・ジューン

エニシング・ワズ・ポッシブル ジェシー・ハリス

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

あるがまま ジョー・バルビエリ

シャク・ジュール ゴールディー

リ－イマジン ブレンダ・ニコル・モーラー

ディア・トゥ・ミー ネジャム・ロズィエ

メモリー マルシナ・アーノルド

サマー７７ アンドレ・ソロンコ

スマイル ウィキッド・ジャズ・コネクション

ナルシサス フライド・ライン（フィン・シルヴァー）

ムーン・リヴァー マルシア・ロペス

サンレイ ロージー・ブラウン

恋の数学 ジョー・バルビエリ

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

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

ミッシング・ユー パトリーナ・モリス

パターンズ オリヴァー・ネルソン

トゥナイト・ユー・ビロング・トゥ・ミー ジェーン・モンハイト

レインコート・ソング ミーコ

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

アーント・ユー・グラッド・ユーアー・ユー ジャッキー・アンド・ロイ

ペント・アップ・ハウス ジャッキー・アンド・ロイ

ホース・プリント・ドレス コリーヌ・ベイリー・レイ

アイ・ノウ・ザ・ムーン ブロッサム・ディアリー

ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス

エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ

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

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

サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ

ピッツァ・アンド・ピンボール 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

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


