
エクセルシオール

2019/10/09～2019/10/22 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：66

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

シー・ウィル・ビー・ラヴド ケイト・セベラノ

イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー

フットプリンツ・オン・ザ・シーショア モニカ・リドケ

ペインティング・バイ・シャガール ザ・ウィーピーズ

オールド・ドッグ・ニュー・トリック アラン・トーマス

ネリータ ジュディット・ネッデルマン

ミー＆ミセス・ジョーンズ フレンドン・フェロー

ア・リトル・ロンガー カレオ

ヒア・カムズ・ザ・サン マミートーン

ピース・オブ・フレッシュ フェザー・アンド・ダウン

ディス・イズ・イット ベンジャミン・ダイアモンド

ロックンロール・オール・ナイト シュガーパイ＆ザ・キャンディメン

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

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

ペルディーダ パウラ・メイヒデ

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

トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ ウェンディ・モートン

フォーエヴァー・マイン ランディー・ロレンゾ

サマーズ・デイ ワンダー・ワンダー

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

ヴォンターヂ アナ・クラウヂア・ロメリーノ

ビューティフル・ラヴ マイロン＆ザ・ワークス

ナウ・ユー・シー・エヴリシング 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

バッド・ガイ・ナウ アーランド・オイエ

ノッサ・コパカバーナ ジョアン・サビア

ハウ・イット・オール・スターティッド スウィッシー

レインボウ・カラーズ マーヤ

クピド・エ・ステュピド／キューピッド＆ステューピッド オースティン

ダウンストリーム ベニー・シングス

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

レイジー・デイ バードポーラ

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

フールズ ダイアン・バーチ

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

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

ネヴァー・メイク・イット・オン・タイム ニッキー

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

ヴァレンティノ ダイアン・バーチ

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

ユー・ゴット・ミー コルビー・キャレイ

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

モンスター・バラッズ ジョシュ・リッター

ラヴィン、タッチン、スクイージン マリノ

トゥルー テン・フィート

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

ケイトリンズ・オン・ザ・ビーチ ザ・シンプル・カーニヴァル

ポジティヴ・ラヴ グレーター・アレクサンダー

ミザリー 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

ナッシングズ・ロング エコスミス

デンジャラス ルーマー

シンプル・アズ・ディス ジェイク・バグ

Ｔシャツ バーディー

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

2019/10/09～2019/10/22 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：66

TITLE ARTIST

ターン・ダウン・デイ ザ・サークル

サラ ヴォイセズ・イン・ラテン・フィーチャリング・バーバラ・ムーア

サムシン・ビッグ マーク・リンゼイ

ファイアーバード 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

クロース・ユア・マウス 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

グルーヴィー・サマータイム 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

カム・アゲイン ビリー・ニコルス

ブレイキング・アップ・イズ・ハード・トゥ・ドゥ ハプニングス

ランディ ハプニングス

スループ・ジョン・Ｂ ビーチ・ボーイズ

ラ・カマルド クロード・ロンバール

ディス・オールド・メロディー ザ・パレード

イッツ・マッチ・トゥー・レイト トニー・リヴァース

アイ・ジャスト・ウォント・トゥ・ビー・ユア・フレンド ザ・ブレディ・バンチ

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

ファニータズ・プレイス セレスチェルズ

ナスティ、ナスティ・ハビット（ＣＴＩ　Ｍｉｘ） デイヴ・フリッシュバーグ

イッツ・ハード・トゥ・セイ・グッバイ クロディーヌ・ロンジェ

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

スターライト フリー・デザイン

サン マーゴ・ガーヤン

フェア・ジー・ウェル チャド＆ジェレミー

ネスーノ・ピウ・ディ・メ チャド＆ジェレミー

ホエン・ユア・ラヴ・ハズ・ゴーン 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

スルー・スプレイ・カラード・グラス ザ・マッチ

モーニン・アイル・ビー・ムーヴィン・オン ザ・マッチ

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

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

マイ・ハーツ・シンフォニー ゲイリー・ルイス＆プレイボーイズ

タイム ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス

サムデイ・マン ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス

タイム・トゥ・チェンジ ザ・ブラディ・バンチ

ヘイ・ヘイ・ヘイ・シーズ・ＯＫ アルゾ＆ユーディーン

リード・ユー・ダウン・ザ・ロード アルゾ＆ユーディーン

燃ゆる初恋 ウィ・ファイヴ

マイ・ベイビー・ラヴズ・ラヴィン（恋に恋して） ホワイト・プレインズ

ダッド・ユー・セイヴド・ザ・ワールド 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

ワン・ウェイ・チケット ママ・キャス

ミッシェル サンドパイパーズ

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

プア・ダニエル ゲイリー・マクファーランド／ピーター・スミス

ホエンス・アイ・メイク・ジー・マイン ジ・イノセンス

ザ・デイ・ターンズ・ミー・オン ジ・イノセンス

ニューヨーク・シティ ザ・モジョ・メン

カム・サタデイ・モーニング マーク・リンゼイ

ベイビー・アイム・ア・ウォント・ユー ハーグッド・ハーディ＆モンタージュ

ガーデン・パス ハーグッド・ハーディ＆モンタージュ

ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ ザ・サード・ウェーヴ

キャッスルズ・イン・ジ・エア ザ・バガルーズ

レディ・マドンナ ジャッキー＆ロイ

メイク・イット・ウィズ・ユー ペイジ・クレール

アイ・ケプト・オン・ラヴィング・ユー ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ

ユー・コール・ディス・ア・メリーゴーランド ビアギッテ・ルゥストゥエア

光ある世界へ ポール・ウィリアムス

ローン・ポニー ポール・ウィリアムス

アイ・ジャスト・ドント・ノウ・ハウ・トゥ・セイ・グッド・バイ ミレニウム

ラヴ・ディヴァイデッド・バイ・トゥー サンディ・サリスベリー

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



エクセルシオール

2019/10/09～2019/10/22 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：49

TITLE ARTIST

オ・バルキーニョ マリエル・コーマン＆ヨス・ヴァン・ビースト・トリオ

オ・パト アルヴァーロ・ベローニ

ゴースツ・オブ・ペン・ヒルズ ウイリアム・フィッツシモンズ

ソ・ダンソ・サンバ チャーリー・バード

サウト・アウト～ハイヒール～ ヘナート・モタ・イ・パトリシア・ロバート

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

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

夢見て パルミラ＆レヴィータ・ウィズ・ジョアン・ドナート

ライク・サムワン・イン・ラヴ ジャネット・サイデル

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

フェイチッソ・ダ・ヴィラ（ヴィラの魅力） Ｂｏｓｓａ　Ｏｒｇａｎｉｃａ

トゥルーリー リーサ

こんな僕でよかったら リーサ

ミーニャ・カーマ アナ・クラウヂア・ロメリーノ

ロック・ウィズ・ユー マルセラ・マンガベイラ

フォーリング・スローリー エリザ・ラケルダ＆フラビオ・メンデス

ティー・フォー・トゥー ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ

パンとコーヒー ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ

ヴァタパー アルトゥール＆サブリナ

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

オウトロ・カミーニョ カチア

Ｓｅｎｊａ　Ｄａｎ　Ｍｅｎｔａｒｉ マルコマルシェ

マデュレイラ通り ステイシー・ケント

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

ライク・ア・ラヴァー ロヴィーサ

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

想いあふれて レイラ・ピニェイロ

サニー・デイ パトリーナ・モリス

想いあふれて イリアーヌ

サム・エンチャンテッド・プレイス 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

オルリーのサンバ イリアーヌ・イリアス

ディス・ハッピー・マッドネス ジョン・ピザレリ

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

エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ

酒とバラの日々 Ａｎｎ　Ｓａｌｌｙ

ヂ・コンヴェルサ・エン・コンヴェルサ エミリー・クレア・バーロウ

イン・ザ・ブリンク・オブ・アン・アイ カレン・ソウサ

アイル・ビー・ラヴィング・ユー ベレーザ

ウン・アシデンチ・ソー パウロ・ムニツ

ラヴ・イズ・エヴリシング ジェーン・シベリー

ダウン・イン・ブラジル パラダイス・コード・フィーチャリング・ワークシャイ



エクセルシオール

2019/10/09～2019/10/22 17:00～19:00

SSW

総曲数：32

TITLE ARTIST

リキンドル グローリーテラーズ

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

ノー・ネーム・ナンバー・ファイヴ エリオット・スミス

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

Ｆｏｒｏｙａｒ レイチェル・ダッド

サムシング・イズ・コーリング・ユー ジェシー・ハリス＆ザ・フェルディナンドス

無名氏 マロー

オールダー・ブラザー ペッパー・ラビット

ルック Ｐｉｃｏ

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

ウィ・ゴー・トゥギャザー ザ・レジャー・ソサエティ

ドント・セイヴ・ミー メルポ・メネ

イン・アワ・ネイチャー ホセ・ゴンザレス

Ａｌｔｏｇｅｔｈｅｒ　Ａｌｏｎｅ ディー・Ｃ・リー

ワン・デイ・アット・ア・タイム ヘイリー・セールズ

ルシディティ ロージー・ブラウン

ザ・ハウス・ラヴ・ビルト ウィー・ウィル・メイク・イット・ライト

ザ・トゥエルヴ・トーンズ スティーヴン・ダフィー＆ライラック・タイム

ア・グッド・ライフ エリオット・レイニー

バルーン レイチェル・ダッド

ジプシー・ガール リオ

ホワイ・アイム・ライク・ディス オータム・ディフェンス

サム・カインド・オブ・フール オータム・ディフェンス

ナッシュヴィル デヴィッド・ミード

ミー・イン・ユー キングス・オブ・コンビニエンス

リマインダー マムフォード＆サンズ

イズ・ディス・ジ・エンド ジィ・アーヴィ

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

ハングリー・ハート パハロ・サンライズ

リユナイト イサベルズ



エクセルシオール

2019/10/09～2019/10/22 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：48

TITLE ARTIST

フットプリンツ・オン・ザ・シーショア モニカ・リドケ

リトル・バイ・リトル アビア

トゥワイライト キシバシ

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

ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ

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

私のサウダージ ジョアン・ドナート

Ｒｕｅ　Ｄｕ　Ｃｈｅｍｉｎ　Ｖｅｒｔ－Ｇｒｅｅｎ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｗａｙ ジャズ－ヒップ・トリオ

フィルズ・ボッサ レイチェル・グールド／チェット・ベイカー

フォトグラフス 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

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

イーニー・ミーニー・マーニー・モー オマー

ワン・ナイト マシュー・ラーキン・カッセル

ラヴィン・ユー ロマン・アンドレン

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

ミッドナイト・イン・リッチモンド ヤング・ガン・シルヴァー・フォックス

タイム ポール・ファン・ケッセル

恋はくせもの Ｃｈａｉ－Ｃｈｅｅ　Ｓｉｓｔｅｒｓ

シンキン・バウト・ユー ベッカ・スティーヴンス・バンド

ゲット・バック ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

オール・アイ・ウォント マリア・ピア・デ・ヴィト、ダニーロ・レア、エンツォ・ピエトロパオリ、アルド・ロマーノ

ダーリン ファビアーナ・パッソーニ

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

モーニング・パーソン ジョー・ローリー

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

スター・アイズ ハンナ・エルムクエスト

アゲイン＆アゲイン ザ・バード＆ザ・ビー

サンダリア・デラ デューク・ピアソン

ミッシング・ユー パトリーナ・モリス

フィーリングズ・グッド マリーナ・ショウ

デイ・イン・デイ・アウト サラ・マッケンジー

アイ・ディドゥント・テル・ゼム・ホワイ アンドレア・モティス

キャント・ウィー・スマイル ジョニー・ハモンド

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

ラヴリー・デイ リー・リトナー

フー・ケアーズ シゼル・ストーム

アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト カレン・ソウサ

Ｐａｒ　Ｈａｓａｒｄ ミカド

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

ジス・キャント・ビー・ラヴ チコ・ランドール


