
エクセルシオール

2019/02/13～2019/02/26 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：67

TITLE ARTIST

イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー

ライトモティーフ オースティン

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

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー バーブラ・リカ

ブロークン・フレンチ ディラン・モンドグリーン

ハイド・アンド・シーク スペンサー・マクギリカッティー

セレナーデ ブルーノ・マーツ

マーシー・マーシー・ミー（ジ・エコロジー） ニコラ・フォーク

スマイル 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

フォーゲット・イット・ハプンド・ディス・ウェイ ジェシー・ハリス

誰もが眠る ダイアナ・パントン

フード・ソング バーブラ・リカ

フットボール・キッズ クラブ・エイト

フォーエヴァー・マイン ランディー・ロレンゾ

エイント・ギヴィン・アップ リーサ

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

シャク・ジュール ゴールディー

ユア・スマイル ジ・オーディアンズ

オーディナリー・マン ティム・トレファーズ

ザッツ・ハウ・アイ・ノウ マイロン＆ザ・ワークス

スティル・ゼア ルース・ヨンカー

アップ・イン・ジ・エア ザ・ニュー・マスターサウンズ

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

ノッサ・コパカバーナ ジョアン・サビア

リトル・レイト ザ・スパンデッツ

ソーリー スウィッシー

ハイヤー・ラヴ ベッカ・スティーヴンス・バンド

エンドレス・ストリート スー・ゲルガー

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

Ａｎｏｔｈｅｒ　Ｐｌａｃｅ 宮内優里　ｆｅａｔ．　イッツ・ア・ミュージカル

マイ・ディア・フレンド カーリー・ジラフ

ストップ・ディス・トレイン ジョン・メイヤー

チェンジズ 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

クール・ユア・ジェッツ コリン・ギルス

ユー・リトル・ディシートフル・ユー マリーナ・モーテンソン

オールウェイズ・フィール・ディス・ウェイ トリスタン・プリティマン

デッキチェアーズ・アンド・シガレット ザ・スリルズ

クイット・ユー トリスタン・プリティマン

サイキック・リーダー バッド・バッド・ハッツ

Ｓｔｏｒｙは街角に プリシラ・アーン

レインコート・ソング ミーコ

ソー・サブライム ベス・ロウリー

ネヴァー・メイク・イット・オン・タイム ニッキー

サマー・デイ シェリル・クロウ

サウザンド・マイルズ ヴァネッサ・カールトン

ヘイ・スティーブン テイラー・スウィフト

エヴリデイ サウサリート・フォックストロット

ブロークン ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ

ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス

ザ・ストーリー ヘイリー・アンド・ザ・ムーン～フィーチャリング・ヘイリー・ロレン

ハウ・トゥ・ディスマントル・ア・ライフ ヘイリー・ロレン

ブラックベリー・ストリート ベニー・シングス・フィーチャリング・ウリタ

オール・アタッチト ジャスティン・ヤング

コンクリート・ヴァイブズ ウックラ・ザ・モック

テイク・マイ・ブレス・アウェイ エマ・バントン

ポジティヴ・ラヴ グレーター・アレクサンダー

アイヴ・トライド・エヴリシング ザ・クリブス

アイム・ユアーズ ジェイソン・ムラーズ

ブライト 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

2019/02/13～2019/02/26 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：66

TITLE ARTIST

ザ・タイム・イット・イズ・トゥデイ ジ・アソシエイション

ハッピーランド ハーパーズ・ビザール

イフ・シー・ワズ・マイン チャド＆ジェレミー

ライク・アイ・ラヴ・ユー・トゥデイ チャド＆ジェレミー

リトル・レスリー アラン・ボウン

ア・バンダ トム・スプリングフィールド

チュウイ・チュウイ オハイオ・エクスプレス

サウサリート オハイオ・エクスプレス

ルッキン・フォー・ユー アルゾ

アイル・ゲット・アロング・サムハウ ソルト・ウォーター・タフィー

あなたと私 フリー・デザイン

マイ・カラー・ソング ドン・アンド・ザ・グッドタイムス

ザ・ワールズ・ゲッティング・スモーラー キャッチ２２

１００，０００・イヤーズ キャッチ２２

レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー クロディーヌ・ロンジェ

コール・ミー 岡崎広志とスターゲイザーズ

珊瑚礁の彼方 岡崎広志とスターゲイザーズ　ｗｉｔｈ　伊集加代子

ザッツ・ノット・ミー ビーチ・ボーイズ

ヒア・トゥデイ ビーチ・ボーイズ

デイ・バイ・デイ ジョー・クルス＆ザ・クルゼッテス

サマー・サッドネス トゥイン・コネクション

ゴーイング・ホーム ジョージィ・フェイム

地上の楽園 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

ウォーク・イン・ザ・パーク クロディーヌ・ロンジェ

サニー クリス・モンテス

ジャスト・フレンズ クリス・モンテス

時さえ忘れて クリス・モンテス

イパネマの娘 クリス・モンテス

トラスト ロジャー・ニコルズ＆ア・スモール・サークル・オブ・フレンズ

ユー・クッド・ビー・ボーン・アゲイン フリー・デザイン

アイム・ア・ヨギ フリー・デザイン

キャン・ユー・テル マーゴ・ガーヤン

アイ・ドント・ウォナ・ルーズ・ユー・ベイビー チャド＆ジェレミー

ホエア・ドゥ・アイ・ゴー？ ザ・マッチ

ホエン・ラヴ・イズ・ヤング ザ・フリー・デザイン

ビジー・ドゥーイン・ナッシン ビーチ・ボーイズ

フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン サンドパイパーズ

ホエン・ラヴ・イズ・ニア ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス

デイ・アフター・デイ ザ・ブラディ・バンチ

ユー・ワー・オン・マイ・マインド ウィ・ファイヴ

ポエット ウィ・ファイヴ

ゼア・スタンズ・ザ・ドア ウィ・ファイヴ

オープン・ハイウェイ パンチ

エヴリシング・アイ・ドゥ ザ・ブラディ・バンチ

ティエア・リー アラン・コープランド・シンガーズ

バロック・ア・ノヴァ アラン・コープランド・シンガーズ

さよならは言わないで サンドパイパーズ

ストーミー クラシックス・フォー

バジー マンフレッド・マン

リプリーズ：スルー・スプレイ・カラード・グラス ディノ、デジ＆ビリー

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

ライス・イズ・ナイス レモン・パイパーズ

キャスト・ユア・フェイト・トゥ・ザ・ウィンド ハーグッド・ハーディ＆モンタージュ

ユーアー・ヒア ハーグッド・ハーディ＆モンタージュ

ウォーリード・アバウト・ユー ノーザン・ライツ

ザ・センシズ・オブ・アワ・ワールド ザ・バガルーズ

レディ・マドンナ ジャッキー＆ロイ

リマインズ・トゥ・ビー・シーン スティーヴ＆スティーヴィー

シャイン スティーヴ＆スティーヴィー

カム・ラン・ウィズ・ミー ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ

イッツ・ガッタ・ビー・リアル ジ・アソシエイション

恋はちょっぴり ザ・モンキーズ

イパネマの娘 ケニー・ランキン

ウィル・ユー・エヴァー・シー・ミー サジタリアス

ワンダーランド 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

2019/02/13～2019/02/26 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：47

TITLE ARTIST

オ・パト アルヴァーロ・ベローニ

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

Ａ　Ｒｉｔａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ

マイ・ハート・セッド エミリー・ヤンシー

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

ザ・コーヒー・ソング ベティ・リー＆オンドレイ・ピヴェーツ・ニューヨーク・トリオ

ザ・テレフォン・ソング ダイアナ・パントン

ライク・サムワン・イン・ラヴ ジャネット・サイデル

遅くなったらごめんなさい 吉田慶子

ホット＆コールド リーサ

イエスタデイ ハニー・ドリッパーズ＆ザ・ピガロ・シンガーズ

アイド・ラヴ・ユー ソーニャ・キッチェル

ストップ・トライング・ソー・ハード ウィー・ウィル・メイク・イット・ライト

アンフォーゲッタブル アンソニー・ストロング

ロック・ウィズ・ユー マルセラ・マンガベイラ

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

愛は吐息のように キャロル＆ゼッカ・ロドリゲス

ヴァタパー アルトゥール＆サブリナ

セプテンバー ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

アテ・ナォン・マイス アドリアーナ・マシエル・ウィズ・スペシャル・ゲスト・ヴィトール・ラミル

サンバ・ドス・アニマイス アドリアーナ・マシエル

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

Ｓｅｎｊａ　Ｄａｎ　Ｍｅｎｔａｒｉ マルコマルシェ

舟なきものは水の中に 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

ザ・レスト・オブ・ミー ジョー・ローリー

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

マデュレイラ通り ステイシー・ケント

ルアンヌ モアシル・サントス

デサフィナード イリアーヌ

ラヴィン・ユー ダイアン・リーヴス

メルティッド パトリーナ・モリス

ヴァージニア・ムーン フー・ファイターズ・フィーチャリング・ノラ・ジョーンズ

ヒューマン・ネイチャー トレインチャ

心のラヴ・ソング ジョン・ピザレリ

ディス・ハッピー・マッドネス ジョン・ピザレリ

ネヴァー・ダイ・ヤング ルシアーナ・ソウザ

ホエン・ウィー・ダンス ルシアーナ・ソウザ

トゥー・カイツ アントニオ・カルロス・ジョビン

ドゥープ・ドゥー・ディ・ドゥープ ブロッサム・ディアリー

ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー

フォー・ノー・ワン カエターノ・ヴェローゾ

エール・ア・ダーゼ ザ・ペンギン・カフェ・オーケストラ



エクセルシオール

2019/02/13～2019/02/26 17:00～19:00

SSW

総曲数：34

TITLE ARTIST

シー・ウォーク・アット・スリー・ウィズ・ア・サンピング・ハート：シー・ハッド・ドリームド・ワンス・モア・オブ・ザ・ナイト・ゼイ・メット（１９ｔｈ・オブ・メイ、１９２８、シャトー・ドゥ・シャアリ、・・・ グランド・サルヴォ

アズ・ザ・シャドウズ・フォーム ザ・レジャー・ソサエティ

ノット・マッチ・ライムズ・ウィズ・エヴリシングズ・オーサム・アット・オール・タイムズ サン・キル・ムーン

オールモスト・オーヴァー イーサ・デイヴィス

イッツ・ア・シャイン トーマス・タントラム

傘男 マロー

カム・トゥモロウ ディラン・モンドグリーン

ザ・ハート・イズ・ア・マッスル ディラン・モンドグリーン

アイ・ソウト・ユー・セッド・サマー・イズ・ゴーイング・トゥー・テイク・ザ・ペイン・アウェイ ハロー・セイフライド

アイ・ドント・ゲイズ・アット・ザ・スカイ・フォー・ロング ピーター・モーレン

ヴァラー タマス・ウェルズ

トゥルー・ビリーヴァーズ タマス・ウェルズ

ニュー・ドリームズ スタンリー・スミス

ザ・ノーザン・ライツ タマス・ウェルズ

パール ヘロン

ロングショア・ドリフト エミリー・スコット

マンズ・マン アリー・カー

サムプレイス・ノーホエアー ヘイリー・セールズ

モアー・ザン・ユー・ノウ ヘイリー・セールズ

ユー ドノヴァン・フランケンレイター

ボーツ＆バーズ グレゴリー・アンド・ザ・ホーク

ソー・ファー・アウェイ スティーヴン・ダフィー＆ライラック・タイム

ウェイティング シモン・ダルメ

ウォント アラン・ハンプトン

ア・スマイル ジェレミー

サム・ジャーニー スザンヌ・ヴェガ

ゴーン ブルー・ライト

ナッシング・ウィル・エヴァー・アズ・グッド ザ・シンプル・カーニヴァル

ユー・ジャンプ・ファースト ザ・シンプル・カーニヴァル

エヴァーラスティング グレーター・アレクサンダー

ペンギン クリスティーナ・ペリー

ウィズアウト・ワーズ レイ・ラモンターニュ

ホームレスシップ リトル・ウィングズ

コンセプト・オブ・チャンス ホリー・コンラン



エクセルシオール

2019/02/13～2019/02/26 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：47

TITLE ARTIST

イフ・アイ・ワズ・トゥ・ディスクライブ・ユー モニカ・リドケ

カンザス・スカイズ ウォルター・ラング・トリオ

アイヴ・ネヴァー・シーン・エニシング・ライク・ユー リサ・エクダール

リージア エヂソン・フレデリコ

愛の痛み エンゾ・エンゾ

ハッピーな二人 リサ・エクダール

ユーヴ・ガット・サムシング・アイ・ウォント ブロッサム・ディアリー

オール・アイ・ウォント ファビアーナ・マルトーネ

ザ・ダンス クレム

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー バーブラ・リカ

クーパー、サンクス・フォー・ザ・バーズ レディバーズ

ララバイ・イン・リズム フランシーン

イレーネ ローズ・メルバーグ

ディス・ドリーム・オブ・マイン フランシアン・ファン・タイネン

ディス・ハッピー・マッドネス ダイアナ・パントン

ゼム・ゼア・アイズ ジャネット・サイデル

おいしい水 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

ミス・ブラウン・トゥ・ユー 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

酒とバラの日々 小林桂

アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング クリスティーナ・グスタフソン

アイヴ・ガット・ジャスト・アバウト・エヴリシング ５２ｎｄ・ストリート

ロージズ・オール・ザ・ウェイ ルース・ヨンカー

ミー・アンド・ユー ルース・ヨンカー

マイン ルース・ヨンカー

シスタ・セッド・ノー ルス・コレヴァ

キッス・フロム・ア・ローズ ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

ホエン・アバウト・トゥ・リーヴ ソフィア・ピーターソン

プリティ・ガール スー・ゲルガー

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

ムーヴィング・オン・アンド・ゲッティング・オーヴァー ジョン・メイヤー

ラヴ・アントールド セソング

レット・イット・キャリー・ユー ホセ・ゴンザレス

青春の光と影 ブロッサム・ディアリー

アイム・オールド・ファッションド サラ・マッケンジー

ホエン・イン・ローマ サラ・マッケンジー

ア・ハウス・イズ・ア・ホーム ベン＆エレン・ハーパー

レット・イット・フォール　ｆｅａｔ．　マリ・ミュージック ホセ・ジェイムズ

ホース・プリント・ドレス コリーヌ・ベイリー・レイ

ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス

リアリー・ラヴ ディアンジェロ＆ザ・ヴァンガード

サニー・デイズ シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

あなたを思っても エミ・マイヤー

ルプロデュクシオン アルノー・フルーラン＝ディディエ

クー・クー ムッシュ・ペリネ

ハスブルック・ハイツ ルーマー


