
エクセルシオール

2019/07/24～2019/08/13 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：67

TITLE ARTIST

レ・ジュー・ソン・フェ ローズ

ヒューマン ティル・ブレナー

ネリータ ジュディット・ネッデルマン

メイク・ラヴ ザ・ジャック・ムーヴス

ハロー・イン・ゼア エディ・リーダー

ノウ・ザット・ユー・アー・マイ・レディ カレオ

イエス・アイ・ドゥ ローラ・アラン

シークレット・ハート バーブラ・リカ

ホット・クッキン Ｇラヴ

レレズ・ソング ブルーノ・マーツ

セレナーデ ブルーノ・マーツ

ピース・オブ・フレッシュ フェザー・アンド・ダウン

フェリシダーヂ ジョアン・ドナート

ニーザー・オールド・ノーア・ヤング ジェシー・ハリス

サム・ネームレス・デイズ イマジナリー・フューチャー

ライク・サムワン・イン・ラヴ ジャネット・サイデル

ハイダウェイ ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー

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

ラングエッジ・オブ・ザ・ハート ブライアン・ケスラー

フォーエヴァー・マイン ランディー・ロレンゾ

ラヴ・ミー・ビフォア・アイ・リーヴ ジ・オーディアンズ

ヴォンターヂ アナ・クラウヂア・ロメリーノ

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

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

ノッサ・コパカバーナ ジョアン・サビア

ソーリー スウィッシー

レインボウ・カラーズ マーヤ

燦然たる日々 ザ・マジック・シアター

ハウ・ビューティフル ドナ・レジーナ

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

ストップ・ディス・トレイン ジョン・メイヤー

スティル・フィール・ライク・ユア・マン ジョン・メイヤー

クワイエット・ハウシズ フリート・フォクシーズ

ホエア・ダート・アンド・ウォーター・コライド ザ・ホワイト・バッファロー

クイット・ユー トリスタン・プリティマン

ワン・デイ スザンナ・ホフス

フィル・ユア・ブレインズ ハリソン・ブローム

リメンバー・アワ・ラヴ ホセ・ジェイムズ

リーヴ・ユア・マーク ジェシー・ベイリン

サウザンド・マイルズ ヴァネッサ・カールトン

ザ・ベスト・デイ テイラー・スウィフト

ブロークン ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ

ブリエル スカイ・セーリング

ノー・グッド・ウィズ・フェイセズ ジャック・ジョンソン

ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー

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

エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ

イントゥ・ザ・ワールド 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

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

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

アイヴ・ガット・ユー（ホワット・ドゥ・ゼイ・ノウ） ケリ・ノーブル

ベイビー アリス・スミス＋アロー・ブラック

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

ワン・フット・オン・サンド ジャスティン・ヤング

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

ケイトリンズ・オン・ザ・ビーチ ザ・シンプル・カーニヴァル

オートマチック・ハイ ダリル・ウェジー

ノット・アロウド ティーヴィー・ガール

アイム・ユアーズ ジェイソン・ムラーズ

ピッツァ・アンド・ピンボール ルーマー

ハスブルック・ハイツ ルーマー



エクセルシオール

2019/07/24～2019/08/13 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：69

TITLE ARTIST

ウィンディ ジ・アソシエイション

イフ・シー・ワズ・マイン チャド＆ジェレミー

サウサリート オハイオ・エクスプレス

バッド・ミスアンダースタンディング トレイドウィンズ

サドゥンリー・アイ・シー ソルト・ウォーター・タフィー

クロース・ユア・マウス フリー・デザイン

ザ・ミュージック・ボックス ドン・アンド・ザ・グッドタイムス

ドント・リッスン キャッチ２２

オール・アローン・アム・アイ クロディーヌ・ロンジェ

（ゼイ・ロング・トゥ・ビー）クロース・トゥ・ユー クロディーヌ・ロンジェ

ハピネス・ソング ビリー・ニコルス

リーチ・アウト・フォー・ミー 岡崎広志とスターゲイザーズ

アー・ユー・ゼア 岡崎広志とスターゲイザーズ

ザッツ・ノット・ミー ビーチ・ボーイズ

スループ・ジョン・Ｂ ビーチ・ボーイズ

カインダ・ウェステッド・ウィズアウト・ユー ザ・パレード

バズ クリス・ホワイト

イッツ・マッチ・トゥー・レイト トニー・リヴァース

シャイアン ザ・ブレディ・バンチ

シスター・マリー チャド＆ジェレミー

チルドレン・オブ・マイ・マインド ジョージィ・フェイム

ディス・ガールズ・イン・ラヴ・ウィズ・ユー ザ・フォー・キング・カズンズ

悲しみはぶっとばせ ザ・シルキー

人生最良の日 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

ティル・ザ・モーニング・カムズ フランソワーズ・アルディ

フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン クリス・モンテス

サニー クリス・モンテス

ア・リーフ・ハズ・ヴェインズ フリー・デザイン

ライク・トゥ・ラヴ フリー・デザイン

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

月へひととび チャド＆ジェレミー

ドント・メイク・ミー・ドゥ・イット チャド＆ジェレミー

君は彼女 チャド＆ジェレミー

ゴーイン・バック ザ・バーズ

ゲット・トゥ・ユー ザ・バーズ

愛の贈り物 ジグソー

カイツ・アー・ファン ザ・フリー・デザイン

ネヴァー・テル・ザ・ワールド ザ・フリー・デザイン

カナダ・イン・スプリングタイム ザ・フリー・デザイン

ビー・ヒアー・イン・ザ・モーニング ビーチ・ボーイズ

ポストカード ザ・ホリーズ

ひとりぼっちの涙 ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ

ホット・タイム・イン・ザ・シティー アルゾ＆ユーディーン

フライン・ハイ ジュリアス・ウェクター・アンド・ザ･バハ・マリンバ・バンド

ウォーク・イン・ザ・パーク クロディーヌ・ロンジェ

ザ・ドリフター サンドパイパーズ

ユア・ライフ パンチ

イン・ア・モーメント・オブ・マッドネス ホワイト・プレインズ

オール・ザ・ヤング・ウィメン カフ・リンクス

ブランディ（ダズント・リヴ・ヒア・エニモア） エイス・デイ

フランキー・ザ・グレイト ニルヴァーナＵＫ

サテライト・ジョッキー（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｏｎｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ

インタールード：ライク・ザ・ウィンド・アンド・シー ディノ、デジ＆ビリー

ワン・ウェイ・チケット ママ・キャス

ザ・ドリフター ハイジ・ブリュール

サムシング クロディーヌ・ロンジェ

ホエンス・アイ・メイク・ジー・マイン ジ・イノセンス

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

ストーニー・エンド ペギー・リプトン

ザ・センシズ・オブ・アワ・ワールド ザ・バガルーズ

アイ・キャン・シー・イット・イン・ザ・ムーン スティーヴ＆スティーヴィー

ジャスト・ビフォア・ドーン ビアギッテ・ルゥストゥエア

サクラメント ビアギッテ・ルゥストゥエア

タイム ポール・ウィリアムス

キャン・ユー・シー ミレニウム

キャンディ・キッシズ サンディ・サリスベリー

イン・マイ・ルーム サジタリアス

サンホセへの道 ミューチュアル・アンダースタンディング

オールウェイズ・トゥルー・トゥ・ユー 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

2019/07/24～2019/08/13 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：50

TITLE ARTIST

ハニー ヤング・ホルト・アンリミテッド

ボーダス・ヂ・プラッタ（銀婚式） 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

マーナ ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート

ディス・ハッピー・マッドネス ダイアナ・パントン

トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ ウェンディ・モートン

フー・ノウズ バーブラ・リカ

ぴったりの恋 吉田慶子

こんな僕でよかったら リーサ

ナォン・セイ・アマール アナ・クラウヂア・ロメリーノ

コーロ・ド・ムンド アナ・クラウヂア・ロメリーノ

ミーニャ・カーマ アナ・クラウヂア・ロメリーノ

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

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

テン・キュエ・バレ カレイドスコーピオ

可愛いアイシャ クリス・デラノ

サンバ・サラヴァ ステイシー・ケント

夕暮れのコーヒー ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ

ふさわしくない人 アルトゥール＆サブリナ

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

Ｓｅｎｊａ　Ｄａｎ　Ｍｅｎｔａｒｉ マルコマルシェ

私が生まれた夜 ゼ・マノエウ

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

美しい希望 ジョー・バルビエリ

ダウン・ヒア・オン・ザ・グラウンド ドッチー・ラインハルト　ｗｉｔｈ　クリスチャン・フォン・デア・ゴルツ

ブランキーニャ 吉田慶子＆黒木千波留

キャッチ・オブ・ザ・デイ サリー・セルトマン

オ・サンバ ファビオ・ノービレ

フォー・ユア・ラヴ マルセラ・マンガベイラ

ウン・ウオーモ・エ・ウナ・ドンナ アンジェリカ

想いあふれて レイラ・ピニェイロ

イット・クッド・オンリー・ハプン・ウィズ・ユー デューク・ピアソン

ヒューマン・ネイチャー トレインチャ

ノッサ・セニョーラ ベベウ・ジルベルト

ガチョウのサンバ 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

ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス

マイタ ドリス・モンテイロ

エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ

酒とバラの日々 Ａｎｎ　Ｓａｌｌｙ

イン・ザ・ブリンク・オブ・アン・アイ カレン・ソウサ

イッツ・ア・ビューティフル・ゲーム ザ・キャバリエズ

ウン・アシデンチ・ソー パウロ・ムニツ

ヴォセ ドム・ラ・ネーナ

ラヴ・イズ・エヴリシング ジェーン・シベリー

うららかな日々 エマ・サロコスキー

ワン・ノート・サンバ ピンキー・ウィンターズ



エクセルシオール

2019/07/24～2019/08/13 17:00～19:00

SSW

総曲数：37

TITLE ARTIST

ファントム・カウボーイ ジュディ・シル

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

Ｉｎｎａｎ　Ｄｕ　Ｇａｒ テレサ・アンダーソン・フィーチャリング・アネ・ブラン

エステイト・リメインズ オータム・ディフェンス

レベル・レベル セウ・ジョルジ

ルナ、ルナ ギャビー・ヘルナンデス

ビシュズ・ハイドアウェイ リチャード・ナット

ギャング・オブ・トゥー ディラン・モンドグリーン

ザ・シングス・ユー・チェリッシュ・モスト パハロ・サンライズ

ゴールデン・デイズ マーティン

エヴリシング・アイ・アム・イズ・ユアズ ヴィレジャーズ

オール・ユア・デイズ ジェシー・ハリス

イン・ザ・サンシャイン ガール・ウィズ・ザ・ガン

トゥルー・ビリーヴァーズ タマス・ウェルズ

ザ・ノーザン・ライツ タマス・ウェルズ

シャープ・ブライアー ジ・アメリカン・アナログ・セット

ステイ・イン・ザ・シェード ホセ・ゴンザレス

エヴリシング・アイヴ・ラーンド・アイ・ハヴ・フォーガットゥン アリー・カー

Ｔａ　Ｌｕｂａｓ マリ・ポキネン

ルシディティ ロージー・ブラウン

ウォント アラン・ハンプトン

Ｂｒｅａｋｗａｔｅｒｓ Ｐｒｅｄａｗｎ

Ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ Ｐｒｅｄａｗｎ

バルーン レイチェル・ダッド

ジプシー・ガール リオ

サン・イン・カリフォルニア オータム・ディフェンス

ワールド オータム・ディフェンス

街角の女の子 スザンヌ・ヴェガ

ミー・イン・ユー キングス・オブ・コンビニエンス

ノー・グッド・ウィズ・フェイセズ ジャック・ジョンソン

ペネロープ テッド・レノン

ザ・ウルヴズ ベン・ハワード

バレンタイン キナ・グラニス

ゴーン ブルー・ライト

レット・イット・ビー・ミー グレーター・アレクサンダー

ニュー・デイ サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン

ザ・セッティング・サン アイダホ



エクセルシオール

2019/07/24～2019/08/13 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：45

TITLE ARTIST

ジョイ・トゥ・ミー リーグモル・グスタフソン

フォーギヴ・ミー ロビン・マッケル

愛の痛み エンゾ・エンゾ

ハッピーな二人 リサ・エクダール

アイム・ヒップ ブロッサム・ディアリー

ジャスト・ワン・オブ・ドウズ・シングス キャロル・ウェルスマン

オール・アイ・ウォント ファビアーナ・マルトーネ

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー バーブラ・リカ

チューン・アップ リリアン・テリー

プリーズ、プリーズ、プリーズ、レット・ミー・ゲット・ホワット・アイ・ウォント オーム・グールー

フィルズ・ボッサ レイチェル・グールド／チェット・ベイカー

男と女 ジャネット・サイデル

デスティネーション・ムーン ペトラ・ヴァン・ナウス＆アンディー・ブラウン

おいしい水 ジャネット・サイデル

スパニッシュ・ハーレム ジャネット・サイデル

キャント・ウィー・トーク・イット・オーヴァー ジャネット・サイデル

メドレー：ブラック・バード～バイバイ・ブラック・バード サラ・ガザレク

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

アローン・アゲイン スス・フォン・アーン

アイ・ガット・リズム 小林桂

ビコーズ・イッツ・ユー マルティエ・マイヤー

リ－イマジン ブレンダ・ニコル・モーラー

サイドⅡサイド リチャード・スペイヴン

ブレスレス ゴールド・オブ・マイ・オウン

酔っぱらいと綱渡り芸人 ｏｒａｎｇｅ　ｐｅｋｏｅ

スティル・ホールド・ア・ライト ザ・マジック・シアター

ゲット・バック ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

ドント・レット・ミー・ビー・ロンリー・トゥナイト ジェイムス・テイラー＆マイケル・ブレッカー

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

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

ミッシング・ユー パトリーナ・モリス

レット・イット・キャリー・ユー ホセ・ゴンザレス

デイ・イン・デイ・アウト サラ・マッケンジー

キャント・ウィー・スマイル ジョニー・ハモンド

ソート・イット・ウッド・ビー・イージアー キャンディス・スプリングス

ハヴント・ウィ・メット？ ケニー・ランキン

二人でお茶を シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

ラヴリー・デイ リー・リトナー

ブレイキング・アップ・イズ・ハード・トゥ・ドゥ エミリー・クレア・バーロウ

アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト カレン・ソウサ

ルプロデュクシオン アルノー・フルーラン＝ディディエ

カンサゥン・ボバ ドム・ラ・ネーナ

テル・ミー・ノット・トゥ・ラヴ・ユー アン・オースティン

ハスブルック・ハイツ ルーマー


