
エクセルシオール

2018/12/12～2018/12/25 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：73

TITLE ARTIST

ルディ ザ・ビー・グッド・タニアズ

エンジェルス・ウィ・ハヴ・ハード・オン・ハイ シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー

ザ・ラスト・クリスマス シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー

クリスマス・フォー・トゥー シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー

ハッピー・クリスマス・ウォー・イズ・オーヴァー ヘイリー・セールス

アット・クリスマス ハンソン

クリスマス・イン・アイオワ マルベリー・レーン

ウィアー・ゴーイング・トゥ・ザ・カントリー スフィアン・スティーヴンス

リメンバー・ザ・ベスト アラン・トーマス

クリスマス・オン・ザ・ビーチ バーブラ・リカ

ラスト・クリスマス バーブラ・リカ

マシュマロ・ワールド バーブラ・リカ

オー・クリスマス・トゥリー バーブラ・リカ

トーン ナタリー・インブルーリア

クリスマス・デイ ダイド

ア・ディファレント・カインド・オブ・クリスマス リアン・ライムス

ワナダイズ・クリスマス アロ・ダーリン

ジョイ トレイシー・ソーン

ハード・キャンディ・クリスマス トレイシー・ソーン

メイビー・ディス・クリスマス トレイシー・ソーン

スノウ・イン・サン トレイシー・ソーン

サンタが街にやってくる リザ・ヴァーラント

ウィ・スティル・ハヴ・クリスマス ブライアン・ギャリ

スケイティング エリン・ボーディー

ハッピー・クリスマス ザ・リアル・グループ

メモリーズ タイマネ・ガードナー

ピーシズ・オブ・ユー アシュリー・マニックス

バケット カーリー・レイ・ジェプセン

ディス・イズ・ザ・シーズン ラサーン・パターソン

クリスマス・ロック シー＆ヒム

クリスマス・ワルツ ミンディ・グレッドヒル

パタパン／オーカム、オーカム、エマニュエル ミンディ・グレッドヒル

クリスマス・ソング ミンディ・グレッドヒル

メリー・クリスマス・トゥ・ミー ジュールズ・シア＆パル・シェイザー

Ｈｅｒｅ　Ｃｏｍｅｓ　Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｕｓ ａｋｉｋｏ

Ｂａｂｙ，Ｉｔ’ｓ　Ｃｏｌｄ　Ｏｕｔｓｉｄｅ ａｋｉｋｏ

Ａｌｌ　Ｉ　Ｗａｎｔ　ｆｏｒ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ　ｉｓ　Ｙｏｕ ａｋｉｋｏ

クリスマス・サン ルイ・フィリップ

イースト アドミラル・アキレス

クアンド・ヨ・エラ・ペケーニャ ベル・ディヴィオレタ

ザ・フラワーズ・アー・コーリング ザ・マジック・ウィスパーズ

ノエール・ア・ハワイ ナフ・ナット

ホワット・ドゥ・ユー・ウォント・ディス・イヤー・フォー・クリスマス ディーン・グレッチ

リトル・ジョニー・スノウフレイク マイケル・ディーコン

レイジー・デイ バードポーラ

ドゥ・ユー・ヒア・ホワット・アイ・ヒア キャリー・アンダーウッド

フロスティ・ザ・スノーマン フィオナ・アップル

ホワイト・ウィンター・ヒムナル ペンタトニックス

ザッツ・クリスマス・トゥ・ミー ペンタトニックス

オン・クリスマス・モーニング ベニー・シングス＆クララ・ヒル

キス・ミー シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー

ラスト・クリスマス モニーク・ケッソウス

アイ・ソウ・マミー・キッシング・サンタ・クロース マルセラ・マンガベイラ

サンタ・ベイビー マルセラ・マンガベイラ

ドライヴィング・ホーム・フォー・クリスマス マレン・モーテンセン

セット・ミー・フリー サリー・セルトマン

ピース ノラ・ジョーンズ

ハロー トリスタン・プリティマン

クリスマス・ウィッシュ ＮＲＢＱ

サンライズ ノラ・ジョーンズ

ディス・クリスマス キキ

クリスマス・パラダイス キャロル・キング

リーヴ・ユア・マーク ジェシー・ベイリン

ノー・クリスマス・フォー・ミー ジィ・アーヴィ

ザ・マン・イン・ザ・サンタ・スーツ ニール・ハルステッド

クリスマス ローグ・ウェイヴ

ブリエル スカイ・セーリング

リトル・ドラマー・ボーイ ケニー・ランキン

ウィンター・ワンダーランド ケニー・ランキン

ガッタ・ゲット・アウェイ アーニー・クルーズ・Ｊｒ．

ビー・ストロング・ナウ ジェイムス・イハ

フェイシズ レネ・マーリン

ワン・フット・オン・サンド ジャスティン・ヤング



エクセルシオール

2018/12/12～2018/12/25 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：67

TITLE ARTIST

フロスティ・ザ・スノウマン ザ・ロネッツ

ザ・ベルズ・オブ・ＳＴ．メアリー ボブ・Ｂ．ソックス・アンド・ザ・ブルー・ジーンズ

スレイ・ライド ザ・ロネッツ

アイ・ソー・マミー・キッシング・サンタ・クロース ザ・ロネッツ

ルドルフ・ザ・レッド－ノーズド・レインディア ザ・クリスタルズ

ウィンター・ワンダーランド ダーレン・ラヴ

パレード・オブ・ザ・ウッドゥン・ソルジャーズ ザ・クリスタルズ

クリスマス（ベイビー・プリーズ・カム・ホーム） ダーレン・ラヴ

ジー・ウィズ・イッツ・クリスマス カーラ・トーマス

サンタが彼女をつれて来る エルヴィス・プレスリー

サムシング・トゥ・リヴ・フォー ソルト・ウォーター・タフィー

カイツ・アー・ファン フリー・デザイン

メイク・イット・ザ・マッドネス・ストップ フリー・デザイン

プロパー・オーナメンツ フリー・デザイン

マイ・ブラザー・ウッディ フリー・デザイン

ステイ・アナザー・シーズン フリー・デザイン

メイシーズ・ウィンドウ ポール・リヴィア・アンド・ザ・レイダース・フィーチャリング・マーク・リンゼイ

シルヴァー・ベルズ シュガー・レイ＆ミー

シー・スリープス・アローン ザ・パレード

スノウ・クイーン ザ・シティ

オン・クリスマス・デイ ブライアン・ギャリ

シー・ゲッツ・イン・オン・クリスマス・イヴ ブライアン・ギャリ

アイ・ウォント・ア・コンピューター・フォー・クリスマス ブライアン・ギャリ

クリスマス・イン・ザ・ウッドサイド ブライアン・ギャリ

ザ・マン・ウィズ・オール・ザ・トイズ ブライアン・ギャリ

ウィンター・ウェザー ブライアン・ギャリ

ジングル・ベル ハーブ・アルパートとザ・ティファナ・ブラス

ザ・ベル・ザット・クドゥント・ジングル ハーブ・アルパートとザ・ティファナ・ブラス

ジングル・ベル・ロック ハーブ・アルパートとザ・ティファナ・ブラス

ガール・トーク クリス・モンテス

メリー・リトル・クリスマス マイケル・ジャクソン・ウィズ・ジャクソン・５

クリスマスに愛を贈ろう マイケル・ジャクソン・ウィズ・ジャクソン・５

リトル・ドラマー・ボーイ マイケル・ジャクソン・ウィズ・ジャクソン・５

クリスマス・ソング ジャクソン５

赤鼻のトナカイ ジャクソン５

予期せぬクリスマス ジャクソン５

クリスマス・ウォント・ビー・ザ・セイム・ディス・イヤー ジャクソン・ファイヴ

スウィート・クリスマス ロジャー・ニコルズ＆ア・サークル・オヴ・フレンズ

クリスマス・ライツ トライアングル・パーク

一年最後の月 ステイプル・シンガーズ

もろびとこぞりて ステイプル・シンガーズ

救い主がお生まれになった ステイプル・シンガーズ

ホワット・ドゥー・ユー・ウォント・ウィズ・ミー チャド＆ジェレミー

ウェア・ア・スマイル・アット・クリスマス ポール・リヴィア＆ザ・レイダース

ダニエル・ドルフィン フリー・デザイン

前歯のない子のクリスマス ナット・キング・コール

サンタのおかげ ビーチ・ボーイズ

サンタが町にやってくる ビーチ・ボーイズ

ポストカード ザ・ホリーズ

ザ・マン・ウィズ・オール・ザ・トイズ ビーチ・ボーイズ

メリー・クリスマス・ベイビー ビーチ・ボーイズ

クリスマス・デイ ビーチ・ボーイズ

フロスティ・ザ・スノーマン ビーチ・ボーイズ

チャイルド・オブ・ウィンター ビーチ・ボーイズ

ロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリー ビーチ・ボーイズ

サンクス・フォー・クリスマス スリー・ワイズ・メン

アイ・ウィッシュ・イット・クッド・ビー・クリスマス・エヴリデイ ロイ・ウッド・ウィズ・ウィザード

フーレイ・フォー・サンタ・クロース アル・ハート

クリスマス・ウィッシュ ＮＲＢＱ

ハリー・ホーム・フォー・クリスマス アニタ・カー・シンガーズ

ザ・リトル・ドラマー・ボーイ アニタ・カー・シンガーズ

マン・イン・ア・レインコート クロディーヌ・ロンジェ

ロッキン・アラウンド・ザ・クリスマス・ツリー ブレンダ・リー

オール・マイ・ベター・デイズ ゲイリー・マクファーランド／ピーター・スミス

ウェイヴス・ラメント ザ・サード・ウェーヴ

エヴリデイ・ワズ・クリスマス アニタ・カー

タイム ポール・ウィリアムス



エクセルシオール

2018/12/12～2018/12/25 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：48

TITLE ARTIST

Ｗｉｎｔｅｒ　Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ ａｃｈｏｒｄｉｏｎ

Ｏｈ　Ｈａｐｐｙ　Ｄａｙ ａｃｈｏｒｄｉｏｎ

クリスマス・オン・ザ・ビーチ バーブラ・リカ

ゾーズ・アイズ ケニー・ランキン

Ｇａｂｉｒｏｂａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ

Ａ　Ｒｉｔａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ

天使たちのクリスマス バーシア

イーグルの目 ケニー・ランキン

クリスマス・タイム・イズ・ヒア ビージー・アデール

サビア 小野リサ

メドレー：ウィンター・ワンダーランド～星に願いを スザーナ＆ボブ・トステス

メリー・クリスマス ジョニー・アルフ

サンタのくれたクリスマス カルロス・リラ

リトル・ドラマー・ボーイ エレン・アンド・ベルント・マルカート・カルテット

アイル・ビー・ホーム・フォー・クリスマス ジャネット・サイデル

スノウバウンド ダイアナ・パントン

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

ベツレヘムの揺りかご エリン・ボーディー

コヴェントリー・キャロル エリン・ボーディー

フロム・ヘヴン・アバヴ・トゥ・アース・アイ・カム エリン・ボーディー

ザ・クリスマス・ワルツ ザ・ジョージ・シアリング・クインテット

メドレー：オーヴァージョイド～アンコーラ アナ・カラン

スレイ・ライド ボブ・トステス

ＳＩＬＥＮＴ　ＮＩＧＨＴ Ｋｅｉｋｏ　Ｈｉｒｏｓｕｅ＆Ｔａｋａｓｈｉ　Ｍｏｒｉｏ

ホワット・ドゥ・ユー・ウォント・ディス・イヤー・フォー・クリスマス ディーン・グレッチ

センド・ミー・サム・スノウ クリス・スタンドリング＆キャスリン・ショア

アイヴ・ガット・ア・シング・フォー・ジャック クリス・スタンドリング＆キャスリン・ショア

ゼアズ・ノー・タイム・ライク・クリスマスタイム クリス・スタンドリング＆キャスリン・ショア

Ｒｕｄｏｌｐｈ　ｔｈｅ　Ｒｅｄ－Ｎｏｓｅｄ　Ｒｅｉｎｄｅｅｒ［赤鼻のトナカイ］ 細野晴臣

エレナ～リトル・ドラマー・ボーイ クレモンティーヌ

マダムとの喧嘩はなんのため？ ホーザ・パッソス

コルコヴァード マルガリータ・ベンクトソン

インディペンデンス・デイズ ニッキー・ホランド

ジングル・ベルズ モニーク・ケッソウス

オール・アイ・ウォント・フォー・クリスマス・イズ・ユー マルセラ・マンガベイラ

アイ・ソウ・マミー・キッシング・サンタ・クロース マルセラ・マンガベイラ

ディス・クリスマス サロア・ファラー

ホエン・ユー・ウィッシュ・アポン・ア・スター セシリア・デイル

ブルー・クリスマス サロア・ファラー

レット・イット・スノウ！レット・イット・スノウ！レット・イット・スノウ！ モニーク・ケッソウス

ウィンター・ソング サロア・ファラー

ドライヴィング・ホーム・フォー・クリスマス マレン・モーテンセン

サンタが街にやってくる ロベルト・メネスカル・アンド・セシリア・デイル

ウン・ノヴォ・テンポ ロベルト・メネスカル・アンド・セシリア・デイル・パルチスィパサォン・エスペスィアル・ヂ・パオラ・デイル・イ・モニカ・デイル

ホワイト・クリスマス 小野リサ

ザ・クリスマス・ソング 小野リサ

トラヴェシーア ｃｈｉｅ

ウン・アシデンチ・ソー パウロ・ムニツ



エクセルシオール

2018/12/12～2018/12/25 17:00～19:00

SSW

総曲数：37

TITLE ARTIST

ルドルフ・ザ・レッド－ノーズド・レインディア ジャック・ジョンソン

Ｓｌｅｉｇｈ　Ｒｉｄｅ ａｃｈｏｒｄｉｏｎ

ザ・リトル・ドラマー・ボーイ スフィアン・スティーヴンス

スペース・クリスマス アロ・ダーリン

ベイビー・イッツ・コールド・アウトサイド アロ・ダーリン

サンデイ・モーニング・バーズ（シンギン・ハレルヤ） パハロ・サンライズ

ヴァレー・アイランド リズム・カフェ

スウィート・アデライン エリオット・スミス

サンタが街にやってくる リザ・ヴァーラント

ニコラウス リザ・ヴァーラント

ウインター リザ・ヴァーラント

寂しき冬に エリン・ボーディー

ジョニー ダニエル・ウェスリー

ホワット・ユー・ウォント ヘイリー・セールズ

クリスマス・ソング コクーン

クリスマス・デイ シー＆ヒム

クリスマス・ロック シー＆ヒム

外は寒いよ シー＆ヒム

ブルー・クリスマス シー＆ヒム

リトル・セイント・ニック シー＆ヒム

セント・ニコラス・ブルー・メロディー ジョルジオ・トゥマ

サンタが街にやってくる ミンディ・グレッドヒル

神の御子は今宵しも ミンディ・グレッドヒル

クリスマス・ワルツ ミンディ・グレッドヒル

リトル・セイント・ニック ミンディ・グレッドヒル

ウインター・ムーン ミンディ・グレッドヒル

オールウェイズ・アフター・クリスマス、ボーリング ザ・シックス・グレイト・レイク

ナッシング・キャン・ラスト スティーヴン・ダフィー＆ライラック・タイム

クリスマス・ウィッシュ ＮＲＢＱ

イフ・ユー・ステイ リチャード・ジュリアン

リヴァー ハービー・ハンコック・フィーチャリング・コリーヌ・ベイリー・レイ

クリスマス ローグ・ウェイヴ

ジョイ トレイシー・ソーン

Ｈａｐｐｙ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ（Ｗａｒ　Ｉｓ　Ｏｖｅｒ） Ｌｉｔｔｌｅ　Ｆｏｌｋ

クリスマス・イヴ・ウィズ・ユー ケニー・ランキン

トキシック・ガール キングス・オブ・コンヴィニエンス

ラッキー ジェイソン・ムラーズ・フィーチャリング・コルビー・キャレイ



エクセルシオール

2018/12/12～2018/12/25 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：49

TITLE ARTIST

サイレント・ナイト ロージー・トーマス

ザ・クリスマス・ワルツ バーブラ・リカ

クリスマス・オン・ザ・ビーチ バーブラ・リカ

ラスト・クリスマス バーブラ・リカ

ハウ・イット・イズ ワークシャイ

ベイビー、イッツ・コールド・アウトサイド エミリー・クレア・バーロウ・フィーチャリング・マーク・ジョーダン

ペンサティーヴァ ロイ・ニコライセン

ジョイ トレイシー・ソーン

メイビー・ディス・クリスマス トレイシー・ソーン

ティンセル・アンド・ライツ トレイシー・ソーン

サンタ・イズ・カミング・トゥナイト ブロッサム・ディアリー

イッツ・クリスマス ブロッサム・ディアリー

メドレー：幸せな街～２つのロザリオ カルテート・エン・シー

ホワット・チャイルド・イズ・ディス エレン・アンド・ベルント・マルカート・カルテット

レット・イット・スノウ ヨーロピアン・ジャズ・トリオ

サンタが街にやってくる リザ・ヴァーラント

オールド・ファッションド・クリスマス ジャネット・サイデル

キッシング・バイ・ザ・ミスルトゥ ダイアナ・パントン

ウインター・ウェザー ダイアナ・パントン

ハッピー・クリスマス ザ・リアル・グループ

ネヴァー・ドゥ・イット マルシナ・アーノルド

Ｈｅｒｅ　Ｃｏｍｅｓ　Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｕｓ ａｋｉｋｏ

Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓｔｉｍｅ ＴＩＣＡ

ソー・リマインディング・ミー グラジーナ・アウグスチク

ロング・タイム・ノー・シー ヘレン・シェパード

リーディング・ユア・リップス シグルズール・フロサソン・アイスランド・スーパー・ジャズ・クインテット

サムワンズ・ゴナ・ゲット・サムシング（フォー・クリスマス） クリス・スタンドリング＆キャスリン・ショア

クリスマス・エイント・クリスマス クリス・スタンドリング＆キャスリン・ショア

クリスマス・イン・ティンセルタウン クリス・スタンドリング＆キャスリン・ショア

ゼアズ・ノー・タイム・ライク・クリスマスタイム クリス・スタンドリング＆キャスリン・ショア

ザ・ファースト・ノエル ホイットニー・ヒューストン

フロスティ・ザ・スノーマン フィオナ・アップル

オール・オーヴァー・クリスマス リンダ・ルイス

ディス・クリスマス サロア・ファラー

ブルー・クリスマス サロア・ファラー

アイヴ・ゴット・マイ・ラヴ・トゥ・キープ・ミー・ウォーム マレン・モーテンセン

ウォーム・ディセンバー マレン・モーテンセン

リヴィン・イット・アップ ビル・ラバウンティ

クリスマスのプレゼント ジョアン・ジルベルト

赤鼻のトナカイ 小林桂

オール・アイ・ウォント・フォー・クリスマス マット・コスタ

島・聖夜～Ｉｓｌａｎｄ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ Ｓｏｍｅｔｈｉｎｇ　Ｊａｚｚｙ

レット・イット・スノウ ザ・リアル・グループ

そりすべり ザ・リアル・グループ

自転車に乗って ガリアーノ・トリオ・ｗｉｔｈ・バートン

オー・ホーリー・ナイト ケニー・ランキン

ウィ・スリー・キングス ケニー・ランキン

イタポアンの午後 ヴィニシウス・ヂ・モライス＆トッキーニョ

レインコート ケリー・スウィート


