
エクセルシオール

2020/02/12～2020/02/25 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：70

TITLE ARTIST

ファニー・リトル・ダンス モニカ・リドケ

ホワイ・ドゥ・フールズ・フォール・イン・ラヴ ケイト・フラー

ジャ・ノ・テ・ヴェリア・マス（ネヴァー・シー・ユー） ロチャ

Ｅｋｋｉ　Ｖａｎｍｅｔａ パスカル・ピノン

パワー・オブ・トゥー インディゴ・ガールズ

オープニング・アップ・トゥ・ユー ローラ・アラン

ミンガス、マイルス・アンド・コルトレーン ジョイス・モレーノ

フォー・ノー・ワン マミートーン

ブロークン・フレンチ ディラン・モンドグリーン

ザ・ワールド・スピンズ・オン ディラン・モンドグリーン

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

ア・マター・オブ・タイム ジェシー・ハリス

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

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

ホワットエヴァー・ユー・ウォント クラブ・エイト

ザ・パーク サンバサダー

マシャブーム ライラ・ビアリ

フォーエヴァー・マイン ランディー・ロレンゾ

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

ビューティフル・ラヴ マイロン＆ザ・ワークス

スクール サン・シスコ

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

アップ・イン・ジ・エア ザ・ニュー・マスターサウンズ

パイオニア・パーク スティーヴン・スタインブリンク

レインボウ・カラーズ マーヤ

エンドレス・ストリート スー・ゲルガー

大きな空虚 ゼ・マノエウ

私が生まれた夜 ゼ・マノエウ

ラヴ・オン・ザ・ウィークエンド ジョン・メイヤー

ブリーズ アンナ・ナリック

ユー・リトル・ディシートフル・ユー マリーナ・モーテンソン

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

ゴナ・ミート・ザ・クラウズ ジャスティン

ユニーク・トゥリー ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ

ラヴ ジャスティン・ノヅカ

サンライズ ノラ・ジョーンズ

恋する時間 プリシラ・アーン

フィル・ユア・ブレインズ ハリソン・ブローム

レインコート・ソング ミーコ

サウザンド・マイルズ ヴァネッサ・カールトン

エヴリデイ サウサリート・フォックストロット

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

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

フォー・ノー・ワン カエターノ・ヴェローゾ

ジャズ・ン・サンバ ミルト・ジャクソン

ヴァレリー カレン・ソウサ

ガッタ・ゲット・アウェイ アーニー・クルーズ・Ｊｒ．

ファイン ティアゴ・イオルク

ベイビー アリス・スミス＋アロー・ブラック

ケイトリンズ・オン・ザ・ビーチ ザ・シンプル・カーニヴァル

ラ・ティエンダ・デ・ソンブレロス ムッシュ・ペリネ

クー・クー ムッシュ・ペリネ

フィール・オブ・ザマー グレーター・アレクサンダー

レット・イット・ビー・ミー グレーター・アレクサンダー

レイ・ザ・ピーシズ 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

ノット・アロウド ティーヴィー・ガール

ナタリー・ウッド 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

ラヴ・ウィル・テイク・ユー アンガス＆ジュリア・ストーン

オールド＆クレイジー（ＦＥＡＴ．エスペランサ） ブルーノ・マーズ

プラスティック・マネキン・ラヴ ケイウェイ

セイ・ホワット・ユー・ウォント ケイウェイ

Ｗａｌｋ　Ｏｎ　Ｔｈｅ　Ｗｉｌｄ　Ｓｉｄｅ ＹＯＳＳＹ　ＬＩＴＴＬＥ　ＮＯＩＳＥ　ＷＥＡＶＥＲ



エクセルシオール

2020/02/12～2020/02/25 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：68

TITLE ARTIST

レッド・ラバー・ボール ザ・サークル

ビジー 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

ノー・ティアーズ・フォー・ジョニー チャド＆ジェレミー

シール・ステイ・ウィズ・ユー カート・ベッチャー

ウエディング・ベル・ブルース ザ・５ｔｈ・ディメンション

サッド・デイ オハイオ・エクスプレス

ファイアーバード オハイオ・エクスプレス

シャ・ラ・ラ オハイオ・エクスプレス

カウボーイ・コンヴェンション 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

アイ・ドント・ワナ・ビー・アラウンド・ユー イノセンス

ウィズアウト・ユー・ガール アルゾ

ザッツ・オールライト（アイ・ドント・マインド・イット） アルゾ

アイ・ウォント・トゥ・ラヴ・ハー アルゾ

イッツ・オール・イン・ユア・ハンズ 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

アイ・クッド・ネヴァー・ビー ドン・アンド・ザ・グッドタイムス

イフ・ユー・ラヴ・ハー、チェリッシュ・ハー・アンド・サッチ ドン・アンド・ザ・グッドタイムス

１００，０００・イヤーズ キャッチ２２

５９ｔｈ・ストリート・ブリッジ・ソング（フィーリン・グルーヴィ） キャッチ２２

ゲス・フー・アイ・ソウ・イン・パリス クロディーヌ・ロンジェ

ザ・レイディオ・ソング ザ・パレード

ディス・オールド・メロディー ザ・パレード

（イット・エイント・ネセサリリー）バード・アヴェニュー ハーモニー・グラス

アイ・シンク・オブ・ユー ハーモニー・グラス

ノット・フォー・ユー クリス・ホワイト

サマー・サッドネス トゥイン・コネクション

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

何故なの 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

ディス・タイム・オブ・ライフ 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・キャント・ゴー（ＣＴＩ　Ｍｉｘ） デイヴ・フリッシュバーグ

カム・ダウン ハニー・リミテッド

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

時さえ忘れて クリス・モンテス

フレンドリー・マン フリー・デザイン

アイム・イン・ラヴ・アゲイン チャド＆ジェレミー

ビフォー・アンド・アフター チャド＆ジェレミー

ア・タイム・フォー・アス ザ・マッチ

午前５時 ミレニウム

ロンダ・ゴーラウンド フリー・デザイン

アナ・リー、ザ・ヒーラー ビーチ・ボーイズ

ディードリ ビーチ・ボーイズ

アワー・スウィート・ラヴ ビーチ・ボーイズ

愛のプレリュード 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

シンク・オブ・レイン クロディーヌ・ロンジェ

レイン アルゾ＆ユーディーン

アイ・キャント・ビリーヴ・イット アルゾ＆ユーディーン

ブッシェル・アンド・ペック クロディーヌ・ロンジェ

オープン・ハイウェイ パンチ

ラヴ・イズ・ア・レイニー・サンデイ ラヴ・ジェネレーション

ヘイ・ボーイ（ザ・ガールズ・イン・ラヴ・ウィズ・ユー） エイス・デイ

ウィ・キャン・ヘルプ・ユー（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｏｎｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ

プロローグ：スルー・スプレイ・カラード・グラス ディノ、デジ＆ビリー

ムーヴ・イン・ア・リトル・クローサー、ベイビー ママ・キャス

トーク・イット・オーヴァー・イン・ザ・モーニング エンゲルベルト・フンパーディンク

ドント・テイク・ユア・タイム ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ

ワンス・ゼア・ワズ・ア・タイム ザ・サード・ウェーヴ

イフ・ユー・ビカム・ア・バガルー ザ・バガルーズ

ターン、ターン、ターン（トゥ・エヴリシング・ゼア・イズ・ア・シーズン） ザ・カーニヴァル

ホリデイ ジャッキー＆ロイ

ザ・バーズ スティーヴ＆スティーヴィー

（エヴリシング・イズ）ラヴ・アンド・サンシャイン 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

タイム ポール・ウィリアムス

ア・リトル・ビット・オブ・ラヴ サンディ・サリスベリー



エクセルシオール

2020/02/12～2020/02/25 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：52

TITLE ARTIST

ホーザ・モレーナ Ｙｅａｈｗｏｎ　Ｓｈｉｎ

ディディ ジュディット・ネッデルマン

アオ・アミーゴ・トム（親愛なるトムへ） ロザリア・デ・ソーザ

ラブ・フォー・セール ジョイス・モレーノ

ミンガス、マイルス・アンド・コルトレーン ジョイス・モレーノ

ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ

チン・チン（乾杯） ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート

サビア 小野リサ

サンバ・サラヴァ ダイアナ・パントン

シング ダイアナ・パントン

誰もが眠る ダイアナ・パントン

遅くなったらごめんなさい 吉田慶子

フェイチッソ・ダ・ヴィラ（ヴィラの魅力） Ｂｏｓｓａ　Ｏｒｇａｎｉｃａ

君が好き ミウシャ

トゥルーリー 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

ミーニャ・カーマ アナ・クラウヂア・ロメリーノ

スマイル ウィキッド・ジャズ・コネクション

リトル・ハウス トーファー・モー

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・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

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

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

ピクチャー・オブ・マイ・ライフ ジャミロクワイ

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

愛の想い出 リタ・ライス

サン・ホセへの道 リタ・ライス

サンバ・ド・グランデ・アモール シルヴァーナ・マルタ

メドレー：ブリンカンド・ヂ・サンバ（サンバの戯れ）～ミス・バランソ クララ・モレーノ

ウン・ウオーモ・エ・ウナ・ドンナ アンジェリカ

Ｍｉｄｎｉｇｈｔ　ａｔ　Ｏａｓｉｓ Ｌｕｍｉｅｒｅ

ルアンヌ モアシル・サントス

３月の水 ステイシー・ケント

サンバ・サラヴァ ステイシー・ケント

ワン・ノート・サンバ ナンシー・ウィルソン

サニー・デイ パトリーナ・モリス

カーニヴァル パトリーナ・モリス

クロース・トゥ・ユー ｎｏｏｎ

インディアン・サマー 小野リサ

トゥー・カイツ ジョン・ピザレリ

三月の水 ルシアーナ・ソウザ

ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー

マイタ ドリス・モンテイロ

ジャズ・ン・サンバ ミルト・ジャクソン

イン・ビトウィーン・デイズ カレン・ソウサ

ヘイ・アリス．．．ザッツ・ア・グッド・イヤー ジョルジオ・トゥマ

サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ



エクセルシオール

2020/02/12～2020/02/25 17:00～19:00

SSW

総曲数：34

TITLE ARTIST

Ｆｒｅｎｃｈ　Ｓｏｎｇ ＭＯＯＳＥ　ＨＩＬＬ

クローゼット・カッター マイク・ヴァイオラ

ザ・ワイナリー サン・キル・ムーン

ターン・オン・ザ・サンライト ターン・オン・ザ・サンライト

ルージング・ア・イヤー ジェフ・ハンソン

ロメオズ・チューン パハロ・サンライズ

ソルト＆スプーン パハロ・サンライズ

フィール ペタル

ア・セイル リサ・ハニガン

パチョリ ジェシー・ハリス

スリープ ジェシー・ハリス

ザ・クライム・アット・エドモンド・レイク タマス・ウェルズ

ア・スマイル・ウィル・テイク・ユー・ファー ヨハン・クリスター・シュッツ

ゼイ・ドント・ノウ ローリー・カレン

トゥ・ビー・サムワン メルポ・メネ

インヴィシブル・シティーズ ヘイリー・セールズ

カシミール・プラスキ・デイ スフィアン・スティーヴンス

アニマル・トラックス マウンテン・マン

ウォーム・ハウス マルコマルシェ

サン・イン・カリフォルニア オータム・ディフェンス

ソー・ソーリー ファイスト

ザ・ニュース ジャック・ジョンソン

トーク・オブ・ザ・タウン ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ

ソー・イン・ラブ テッド・レノン・フィーチャリング・ジャック・ジョンソン＆コルビー・キャレイ

オンリー・ラヴ ベン・ハワード

ソーリー・オア・プリーズ キングス・オブ・コンヴィニエンス

シティ・オブ・フラワーズ アディティア・ソフィアン

ココナッツ・ライム ジャニ・マルティネッリ

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

グッバイ・ガール ルーマー

ウィズアウト・ワーズ レイ・ラモンターニュ

ビガー・ザン・ユア・ヤード サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン

デッド・ライト サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン

ワイド・デイライト リトル・ウィングズ



エクセルシオール

2020/02/12～2020/02/25 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：49

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

トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ フランチェスカ・タンドイ・トリオ

ザ・リアル・ギタリスト・イン・ザ・ハウス イレーヌ・ショグレン・クインテット

オール・ザ・シングス・ユー・アー ピーター・フェスラー

レッツ・メイク・ウェン・ライト・ナウ オッドロジック

レッツ・ゴー パウラ・リマ

’Ｓ　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ギラ・ジルカ

ウェイキング・アップ バーブラ・リカ

ムーディーズ・ムード・フォー・ラヴ ブルータイム・クインテット・フィーチャリング・イッツィ

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

９月の雨 ジャネット・サイデル

アット・サンダウン 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

フィッシーズ バーブラ・リカ

アローン・アゲイン スス・フォン・アーン

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

リヴィング・アップサイド・ダウン 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

イッツ・オールライト アレックス・テイト

メモリー マルシナ・アーノルド

Ｍｍｍｍｍ ルース・ヨンカー

マイン ルース・ヨンカー

タイム ポール・ファン・ケッセル

ルック・アット・ザ・スターズ トーファー・モー

ザ・モア・アイ・シー・ユー アンソニー・ストロング

ア・ドゥードリン・ソング Ｃｈａｉ－Ｃｈｅｅ　Ｓｉｓｔｅｒｓ

ムーン・リヴァー マルシア・ロペス

ル・マルシェ・オ・ピュス ブノワ・マンション

ユー・ゴー・トゥ・マイ・ヘッド ローレン・デスバーグ・フィーチャリング・グレッチェン・パーラト

タイム・トゥ・ゴー ミゲル・アトウッド・ファーガソン

シンプル ライラ・ビアリ

モーニング・パーソン ジョー・ローリー

ザ・ミューズ（ｆｅａｔ．　デヴィッド・クロスビー） ベッカ・スティーヴンス

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

エモジ・オブ・ア・ウェイヴ ジョン・メイヤー

タクシードライヴァー ミラ

ウン・ウオーモ・エ・ウナ・ドンナ アンジェリカ

スリープウォーカー ジュリー・バーン

ホエン・イン・ローマ 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

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

フー・ウォンツ・トゥ・フォール・イン・ラヴ ジャッキー・アンド・ロイ

アイ・ノウ・ザ・ムーン ブロッサム・ディアリー

ルック・フォー・ザ・シルヴァー・ライニング チェット・ベイカー

サニー・デイズ シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

ハスブルック・ハイツ ルーマー

ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー チコ・ランドール

エヴリシング・アイヴ・ガット サラ・ガザレク


