
エクセルシオール

2018/10/10～2018/10/23 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：65

TITLE ARTIST

ソング・フォー・ザ・ソールド キシバシ

ウォーター・オン カーリー・ジラフ

サテライト ナタリー・インブルーリア

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

アイ・ラヴ・ユー モニタ・タハレア

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

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

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

フォーエヴァー・マイン ランディー・ロレンゾ

ホワット・ユー・ウォント ヘイリー・セールズ

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

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

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

レインマン アーランド・オイエ

ノッサ・コパカバーナ ジョアン・サビア

ティレリー ベッカ・スティーヴンス・バンド

ダーリン ファビアーナ・パッソーニ

大都市 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

ケルアックのために ジェニフェル・ソウザ

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

コンプリケイテッド 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

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

ホワット・ディス・クッド・ビー アンバー・オジェダ

スプリング ヘザー・リグトン

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

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

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

朝からゴキゲン ザ・バード・アンド・ザ・ビー

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

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

ブダペスト ジョージ・エズラ

ヴァレリー カレン・ソウサ

ハウ・トゥ・ディスマントル・ア・ライフ ヘイリー・ロレン

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

フィール・オブ・ザマー 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

フォクシーズ・ドント・ライ 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

サラウンド・ユー エコスミス

デンジャラス ルーマー

セーブ・ミー コリン・メイ



エクセルシオール

2018/10/10～2018/10/23 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

ウィンディ 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

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

ドント・アスク・ミー・ホワイ アルゾ

ユーアー・ゴーン アルゾ

アンブレラズ フリー・デザイン

サムシング・スペシャル ザ・サークル

バンビ ドン・アンド・ザ・グッドタイムス

グラデュエーション・デイ アーバーズ

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

アイル・ビー・ゼア クロディーヌ・ロンジェ

タッチ・オブ・ウォームス バーバラ・ムーア

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

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

パス・イット・アラウンド ジョージィ・フェイム

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

ライト・マイ・ファイア フリー・デザイン

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

遠い渚（浜辺のシルエット） チャド＆ジェレミー

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

アイ・リヴ・フォー・ザ・サン サンレイズ

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

波 サンドパイパーズ

ハド・トゥ・ラン・アラウンド メリー・ゴー・ラウンド

シー・ラフト・ラウド メリー・ゴー・ラウンド

ユー・ワー・オン・マイ・マインド ウィ・ファイヴ

ガール・イン・ザ・パーク ニルヴァーナＵＫ

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

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

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

ホエンス・アイ・メイク・ジー・マイン ジ・イノセンス

バブルガム・ワールド １９１０フルーツガム・カンパニー

ブックエンズ マーク・リンゼイ

メドレー：イッツ・トゥ・レイト～アイ・フィール・ザ・グラス・グロウ・アンダー・マイ・フィート ハーグッド・ハーディ＆モンタージュ

ウェイヴス・ラメント ザ・サード・ウェーヴ

ワンス・ゼア・ワズ・ア・タイム ザ・サード・ウェーヴ

デイ・オブ・ザ・フェア モーガンメイソンダウンズ

カントリー・ガール バンキー＆ジェイク

オレンジ・スカイズ ラヴ

神のみぞ知る ヴォーグス

ワン・ウェイ・オア・ジ・アザー フィフス・アヴェニュー・バンド

テル・サムワン・ユー・ラヴ・ゼム ディノ，デジ＆ビリー

グッド・ピープル ミレニウム

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

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



エクセルシオール

2018/10/10～2018/10/23 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：48

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

ハニー ヤング・ホルト・アンリミテッド

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

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

トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ ウェンディ・モートン

遅くなったらごめんなさい 吉田慶子

ぴったりの恋 吉田慶子

アルチーゴ・ヂ・ルーショ マルシア・ロペス

ナイト・アンド・デイ 小林桂

ナォン・セイ・アマール アナ・クラウヂア・ロメリーノ

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

シー フラビオ・メンデス

セレブレイション・オブ・ザ・サンライズ セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６

可愛いアイシャ クリス・デラノ

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

アフリカ悲歌 ビーア

ジュークボックスのバラード エリック・ギィユトン

美しい希望 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

ピクチャー・オブ・マイ・ライフ ジャミロクワイ

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

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

ヒューマン・ネイチャー トレインチャ

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

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

ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー

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

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

小舟 カルメン・クエスタ



エクセルシオール

2018/10/10～2018/10/23 17:00～19:00

SSW

総曲数：32

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

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

ハシバミ林 ヴィクトール・ヘレーロ

サマータイム ポケットブックス

パチョリ ジェシー・ハリス

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

ボトル・アップ・アンド・エクスプロード！ エリオット・スミス

ファースト・オブ・フォー ジ・アメリカン・アナログ・セット

Ｐａｒａｄｉｉｓ マリ・ポキネン

エル・ループ（ザ・ループ） マリナ・ファヘス

ジョニー ダニエル・ウェスリー

サンシャイン・ルーフ ジ・イノセンス・ミッション

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

ハニーデュー ＫＴタンストール

ザ・ニュース ジャック・ジョンソン

トラフィック・イン・ザ・スカイ ジャック・ジョンソン

テイラー ジャック・ジョンソン

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

エルスホエア ジャニ・マルティネッリ

ビッグ・ジャンプス エミリアナ・トリーニ

長すぎて ヤエル・ナイム

サム ルーマー

ラヴ・イズ・オール ザ・トールスト・マン・オン・アース

フランクズ・ソング・Ｎｏ．Ⅱ ザ・ジェントル・ラーチ

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

プア・マンズ・サン ノア・ガンダーセン



エクセルシオール

2018/10/10～2018/10/23 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

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

ブラックバード トヌー・ナイソー・トリオ

ライド・ザット・サンビーム ウーター・ヘメル

レッツ・ゲット・ロスト アレックス・チルトン

ラァ・ダンス・デュ・クール モニカ・リンゲス

オール・ザ・シングス・ユー・アー ピーター・フェスラー

オール・アイ・ウォント ファビアーナ・マルトーネ

レッツ・ゴー パウラ・リマ

ザッツ・ホワット・アイ・ヘイト バーブラ・リカ

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

ユール・ゲット・イン フェザー・アンド・ダウン

Ｃｏｍｅ　Ｔｏ　Ｍｙ　Ｄｏｏｒ 守屋巧

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

ディア・トゥ・ミー ネジャム・ロズィエ

ウィズ・オア・ウィズアウト・ユー マルシナ・アーノルド

サマー７７ アンドレ・ソロンコ

フレイム・ディス フライド・ライン（フィン・シルヴァー）

Ｉｔ　ｍｉｇｈｔ　ａｓ　ｗｅｌｌ　ｂｅ　ｓｐｒｉｎｇ ふたつゆ

ドゥ・イット・アゲイン デリカテッセン

サンレイ ロージー・ブラウン

ジャスト・ユー、ジャスト・ミー シーネ・エイ

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

エモジ・オブ・ア・ウェイヴ ジョン・メイヤー

トゥー・ダヴズ レイチェル・ブロットマン

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

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

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

あなたを思っても エミ・マイヤー

カンサゥン・ボバ ドム・ラ・ネーナ

ピッツァ・アンド・ピンボール ルーマー

ホエン・アイ・フォール・イン・ラヴ チコ・ランドール

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


