
エクセルシオール

2018/11/14～2018/11/27 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：65

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

ステイ ロビン・マッケル

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

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

キャッスルズ・メイド・オブ・サンド フェザー・アンド・ダウン

ライク・サムワン・イン・ラヴ ジャネット・サイデル

ザ・パーク サンバサダー

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

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

ザッツ・ハウ・アイ・ノウ マイロン＆ザ・ワークス

レット・ゴー クリス・ベリー＆パークィジット

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

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

ペドロ＆リス ジェニフェル・ソウザ

ケルアックのために ジェニフェル・ソウザ

ストップ・ディス・トレイン ジョン・メイヤー

フー・セイズ ジョン・メイヤー

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

サンライト クインティン・ホリ

ユニーク・トゥリー ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ

サニー・デイ パトリーナ・モリス

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

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

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

ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス

フォー・ノー・ワン カエターノ・ヴェローゾ

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

ビッグ・ディール アヌヘア

ラヴ・アイ ザ・グリーン・バンド

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

オン・トゥー・オケイションズ クール・エレヴェイション

マザー アディティア・ソフィアン

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

スーパーマン（イッツ・ノット・イージー） ケイウェイ

Ｗａｌｋ　Ｏｎ　Ｔｈｅ　Ｗｉｌｄ　Ｓｉｄｅ ＹＯＳＳＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＮＯＩＳＥ　ＷＥＡＶＥＲ



エクセルシオール

2018/11/14～2018/11/27 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：65

TITLE ARTIST

レクイエム・フォー・ザ・マシーズ ジ・アソシエイション

ノー・フェア・アット・オール ジ・アソシエイション

チェリッシュ ジ・アソシエイション

ウィンディ ジ・アソシエイション

ターン・ダウン・デイ ザ・サークル

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

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

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

エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ 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

イージー・アズ・１、２、３ ジル・ギブソン

イッツ・ア・サンシャイン・デイ 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

パス・イット・アラウンド ジョージィ・フェイム

スウィート・サマータイム 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

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

モア・アイ・シー・ユー クリス・モンテス

ディドゥント・ウォント・トゥ・ハフ・トゥ・ドゥ・イット ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ

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

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

アイ・リヴ・フォー・ザ・サン サンレイズ

パッシング・バイ ビーチ・ボーイズ

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

ビコーズ レターメン

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

レイン アルゾ＆ユーディーン

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

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

ホワッツ・ゴーイン・オン ウィ・ファイヴ

ドント・ユー・ケア アラン・コープランド・コンスピレイシー

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

ウィンディ ザ・レイ・チャールズ・シンガーズ

イージー・カム・イージー・ゴー ママ・キャス

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

ウェイヴス・ラメント ザ・サード・ウェーヴ

ニキ 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

ザ・センシズ・オブ・アワ・ワールド ザ・バガルーズ

サム・ピープル スモーキー・アンド・ヒズ・シスター

デイ・オブ・ザ・フェア モーガンメイソンダウンズ

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

カントリー・ガール バンキー＆ジェイク

ヒード・ラザー・ハヴ・ザ・レイン ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ

ジャスト・ビフォア・ドーン ビアギッテ・ルゥストゥエア

モーニン・アイル・ビー・ムーヴィン・オン ポール・ウィリアムス

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

ダイイング・ウィズ・ユー ミレニウム

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

2018/11/14～2018/11/27 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：47

TITLE ARTIST

ライト・アンダー・ザ・ブルージズ モニカ・リドケ

ディディ ジュディット・ネッデルマン

今日 ジュディット・ネッデルマン

ハロー・イン・ゼア エディ・リーダー

ソ・ダンソ・サンバ チャーリー・バード

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

デサフィナード ジョアン・ドナート

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

トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ ウェンディ・モートン

オゥトラ・ヴェス ジョイス

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

アルチーゴ・ヂ・ルーショ マルシア・ロペス

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

ロック・ウィズ・ユー マルセラ・マンガベイラ

オウトロ・カミーニョ カチア

Ｓｅｎｊａ　Ｄａｎ　Ｍｅｎｔａｒｉ マルコマルシェ

私が生まれた夜 ゼ・マノエウ

アフリカ悲歌 ビーア

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

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

くよくよするなよ セルジオ・メンデス＆ブラジル７７

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

ウン・ウオーモ・エ・ウナ・ドンナ アンジェリカ

ワン・ノート・サンバ ナンシー・ウィルソン

ヒューマン・ネイチャー トレインチャ

インディアン・サマー 小野リサ

レット・イット・キャリー・ユー ホセ・ゴンザレス

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

アン・アップ・ドーン イリアーヌ・イリアス

トゥー・カイツ アントニオ・カルロス・ジョビン

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

サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ

小舟 カルメン・クエスタ

ユリの花 ケイト・マクギャリー



エクセルシオール

2018/11/14～2018/11/27 17:00～19:00

SSW

総曲数：33

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

ホワット・アイ・ウォント・トゥ・ドゥ デヴィッド・ミード

テイク・ミー・アウト レッド・ハウス・ペインタース

リチャード マリア・ソルヘイム

マイ・フェイヴァリット・シェリフ マーティン

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

アイ・ノウ・ホワット・ラヴ・イズント イェンス・レークマン

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

ザ・ケミカルズ・トック・ゼア・トール・アイ・ビリーヴ タマス・ウェルズ

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

アンティル ワン・リトル・プレイン

ファースト・オブ・フォー ジ・アメリカン・アナログ・セット

ジョニー ダニエル・ウェスリー

灰色の天気 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

イン・ザ・ダーク キッド・アストレイ

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

テイラー 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

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

エニワン・エルス・バット・ユー（『ジュノ』より） ザ・モルディ・ピーチズ

長すぎて ヤエル・ナイム

遠く遠く ヤエル・ナイム

テイク・ミー・アズ・アイ・アム ルーマー

サム ルーマー

スピニング・シー サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン

プア・マンズ・サン ノア・ガンダーセン



エクセルシオール

2018/11/14～2018/11/27 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：49

TITLE ARTIST

新しい日々 カーリン・アリソン

マター ウイリアム・フィッツシモンズ

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・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

フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン ジョアン・ドナート

私のサウダージ ジョアン・ドナート

オヴンクエ・レイ・スィーア シュガーパイ＆ザ・キャンディメン

Ｃｏｍｅ　Ｔｏ　Ｍｙ　Ｄｏｏｒ 守屋巧

ザ・フィッシュ ダスコ・ゴイコヴィッチ

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

フード・ソング バーブラ・リカ

フィッシーズ バーブラ・リカ

あるがまま ジョー・バルビエリ

ボックス・オブ・シングス ローリー・カレン

イーニー・ミーニー・マーニー・モー オマー

リヴィング・アップサイド・ダウン ジ・オーディアンズ

スティル・ビューティフル ブリアマリー

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

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

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

ウィチタ・ラインマン ニュー・ウエスト・ギター・グループ

ドキシー ブランフォード・マルサリス・カルテット＆カート・エリング

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

キャプテン・カーク ボブ・シュナイダー

パターンズ オリヴァー・ネルソン

プライベート・アイズ Ｍｏｏｎ

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

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

あなたを思っても エミ・マイヤー

アバヴ テス・ヘンリー

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

ザンジバル 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


