
エクセルシオール
2020/03/25～2020/04/07 07:00～11:00
Acoustic Pops
総曲数：68

TITLE ARTIST
ファニー・リトル・ダンス モニカ・リドケ
ウェイヴズ・アンド・カーヴズ モニカ・リドケ
フライデイ・ソング アレクシア・ボンテンポ
パワー・オブ・トゥー インディゴ・ガールズ
トーン ナタリー・インブルーリア
オープニング・アップ・トゥ・ユー ローラ・アラン
ラブフール バーブラ・リカ
ヒア・カムズ・ザ・サン 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
スマイル ジョアン・ドナート
デサフィナード ジョアン・ドナート
イパネマの娘 ジョアン・ドナート
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
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
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
フィッシーズ バーブラ・リカ
ナンタケット・アイランド ウィリー・ライト
ジェイルセル・マインド 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
スクール サン・シスコ
アップ・イン・ジ・エア ザ・ニュー・マスターサウンズ
レット・ゴー クリス・ベリー＆パークィジット
アイ・ドント・ノウ・ハウ・トゥ・ディール・ウィズ・イット（Ａｌｔｅｒｎａｔｅ　Ｍｉｘ） スティーヴン・スタインブリンク
ソー・ファー・アウェイ ザ・スパンデッツ
レインボウ・カラーズ マーヤ
ウォーム・ハウス マルコマルシェ
舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ
テイキング・ピクチャーズ ジョー・ローリー
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
クール・ユア・ジェッツ コリン・ギルス
クワイエット・ハウシズ フリート・フォクシーズ
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

ホワット・ディス・クッド・ビー アンバー・オジェダ
ユニーク・トゥリー ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ
アゲイン＆アゲイン ザ・バード＆ザ・ビー
フェイラー キングス・オブ・コンヴィニエンス
デッキチェアーズ・アンド・シガレット ザ・スリルズ
恋する時間 プリシラ・アーン
ピクチャー・ミー スザンナ・ホフス
レインコート・ソング ミーコ
アイ・シャル・ビー・リリースト 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
エヴリデイ サウサリート・フォックストロット
ビフォア・アイ・フォール エミリア
ロスト・スターズ キーラ・ナイトレイ
ユー・ゴット・ミー コルビー・キャレイ
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
トゥ・オブ・アス（『アイ・アム・サム』より） エイミー・マン・アンド・マイケル・ペン
シギノ・ヂ・カンセル（蟹座） ブルーナ・カラム
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
エンドレス・サマー・ナイツ エコル
コンクリート・ヴァイブズ ウックラ・ザ・モック
ラヴ・アイ ザ・グリーン・バンド
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
レイ・ザ・ピーシズ グレーター・アレクサンダー
モウド・ホープ ジョルジオ・トゥマ
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
アイヴ・トライド・エヴリシング ザ・クリブス
ラヴ・ウィル・テイク・ユー アンガス＆ジュリア・ストーン
ブライト エコスミス
オールド＆クレイジー（ＦＥＡＴ．エスペランサ） ブルーノ・マーズ



エクセルシオール
2020/03/25～2020/04/07 11:00～14:00
Soft Rock
総曲数：68

TITLE ARTIST
エヴリシング・ザット・タッチズ・ユー ジ・アソシエイション
ホエア・ハブ･ユー・ビーン・ハイディング グリッター・ハウス
シール・ステイ・ウィズ・ユー カート・ベッチャー
ブラジリアン・ラブ・ソング トム・スプリングフィールド
君がいる限り トム・スプリングフィールド
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
ナイトタイム 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
サムワン・ゴット・コート・イン・マイ・アイ イノセンス
ザッツ・オールライト（アイ・ドント・マインド・イット） アルゾ
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
ホワイル・ウィアー・フレンズ キャッチ２２
エイント・ノー・マウンテン・ハイ・イナフ 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
ランナウェイ ハウディ・ムーン
（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
パス・イット・アラウンド 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
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
ユー・キャント・ゴー（ＣＴＩ　Ｍｉｘ） デイヴ・フリッシュバーグ
イン・ザ・スカイ フランソワーズ・アルディ
ヘルプ・ミー・ロンダ ブルース＆テリー
ドント・リーヴ・ミー アストラッド・ジルベルト
ア・リーフ・ハズ・ヴェインズ フリー・デザイン
フレンドリー・マン フリー・デザイン
ホワイ・シュッド・アイ・ケア 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
モーニン・アイル・ビー・ムーヴィン・オン ザ・マッチ
ミラー・メイズ・レディー 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
ルック・マイ・ウェイ ジグソー
５９番街橋の歌＜フィーリン・グルーヴィ＞ ザ・フリー・デザイン
ミッシェル ザ・フリー・デザイン
ステップ・インサイド（とび出せ初恋） ザ・ホリーズ
ヘイライド ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ
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
ラヴ・マイ・ライフ・アウェイ ザ・ブラディ・バンチ
レイン アルゾ＆ユーディーン
ザ・ドリフター サンドパイパーズ
ペニーズ カウシルズ
ヤング・バーズ・フライ ホワイト・プレインズ
ドント・スリープ・イン・ザ・サブウェイ アラン・コープランド・コンスピレイシー
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
モーガン・セバスチャン アラン・コープランド・シンガーズ
ヘイ・ボーイ（ザ・ガールズ・イン・ラヴ・ウィズ・ユー） エイス・デイ
ムーヴ・イン・ア・リトル・クローサー、ベイビー ママ・キャス
ザ・ドリフター ロジャー・ニコルズ＆ア・スモール・サークル・オブ・フレンズ
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
メイデン・ヴォヤージ ザ・サード・ウェーヴ
アイ・ウォント・ユー（エヴリ・デイ） ザ・ロバート・テニソン・トゥループ
イフ・ユー・ビカム・ア・バガルー ザ・バガルーズ
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
サムデイ・マン ポール・ウィリアムス
タイム ポール・ウィリアムス
ダイイング・ウィズ・ユー ミレニウム
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
2020/03/25～2020/04/07 14:00～17:00
Slow Bossa Nova
総曲数：51

TITLE ARTIST
オ・パト アルヴァーロ・ベローニ
ディディ ジュディット・ネッデルマン
ラブ・フォー・セール ジョイス・モレーノ
ジーズ・アー・ザ・デイズ・オブ・アワ・ライヴス ロベルト・メネスカル・フィーチャリング・マルセラ
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
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
スマイル ジョアン・ドナート
サンバ・サラヴァ ダイアナ・パントン
クロース・トゥ・ザ・サン ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
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
君が好き ミウシャ
アルチーゴ・ヂ・ルーショ マルシア・ロペス
ミーニャ・カーマ アナ・クラウヂア・ロメリーノ
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
コーヒーを飲みましょう ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ
デゼスケッシードス／忘れられない二人 ベト・カレッティ
オウトロ・カミーニョ カチア
サイコー 松田美緒
舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ
ブランキーニャ 吉田慶子＆黒木千波留
くよくよするなよ セルジオ・メンデス＆ブラジル７７
愛の想い出 リタ・ライス
サン・ホセへの道 リタ・ライス
コルコヴァード マルガリータ・ベンクトソン
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
オールモスト・イン・ラヴ ダグマーズ・コレクティヴ
ルアンヌ モアシル・サントス
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
インディアン・サマー 小野リサ
レット・イット・キャリー・ユー ホセ・ゴンザレス
想いあふれて アンドレア・モティス
ヴォセ（あなた） イリアーヌ・イリアス
ユーアー・ゲッティング・トゥ・ビー・ア・ハビット・ウィズ・ミー イリアーヌ・イリアス
カント・カジュアル ジョン・ピザレリ
トゥー・カイツ アントニオ・カルロス・ジョビン
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
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・ビトウィーン・デイズ カレン・ソウサ
ウン・アシデンチ・ソー パウロ・ムニツ
ヘイ・アリス．．．ザッツ・ア・グッド・イヤー ジョルジオ・トゥマ
うららかな日々 エマ・サロコスキー
テザード リンカーン・ブライニー
小舟 カルメン・クエスタ
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
2020/03/25～2020/04/07 17:00～19:00
SSW
総曲数：37

TITLE ARTIST
パール ジュディ・シル
マンゴーズ・アンド・ペアーズ ギャビー・ヘルナンデス
リチャード マリア・ソルヘイム
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
ロードサイド タン
パチョリ ジェシー・ハリス
スリープ ジェシー・ハリス
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
Ｐｕｈａｓ　Ｌｕｍｉ マリ・カルクン
アイ・キャン・ルーズ・エヴリシング ドノヴァン・フランケンレイター
エアルーム 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
オーロラ ヘルギ・ヨンソン
シークレット・トラック エリオット・レイニー
ウォーム・ハウス マルコマルシェ
アイム・ノット・シンキング・オブ・ユー フェルドベルグ
ハッティ・キャロルの寂しい死 メイソン・ジェニングス
ロング・ウェイ・ダウン Ｇ・ラヴ＆スペシャル・ソース
サン・イン・カリフォルニア オータム・ディフェンス
マッドフットボール ジャック・ジョンソン
ホールズ・トゥ・ヘヴン 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
ハヴ・マーシー テッド・レノン
オンリー・ラヴ ベン・ハワード
ドライヴ・ダーリン ボーイ
マイ・オウン キナ・グラニス
ソーリー・オア・プリーズ キングス・オブ・コンヴィニエンス
ワールド・ウィザウト・ア・スカイ 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
リヴ・ハイ ジェイソン・ムラーズ
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
2020/03/25～2020/04/07 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
フットプリンツ・オン・ザ・シーショア モニカ・リドケ
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
ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ
レッツ・メイク・ウェン・ライト・ナウ オッドロジック
’Ｓ　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ギラ・ジルカ
ウェイキング・アップ バーブラ・リカ
ザ・スペース・イン・ア・ソング・トゥ・シンク レベッカ・マーティン
９月の雨 ジャネット・サイデル
オー・ハウ・マイ・ハート・ビーツ・フォー・ユー ジャネット・サイデル
ボタン・アップ・ユア・オーヴァーコート 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
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
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
ラヴィン・ユー ロマン・アンドレン
リヴィング・アップサイド・ダウン ジ・オーディアンズ
リ－イマジン ブレンダ・ニコル・モーラー
オーディナリー・マン ティム・トレファーズ
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
イッツ・オールライト アレックス・テイト
Ｍｍｍｍｍ ルース・ヨンカー
タイム ポール・ファン・ケッセル
ザ・モア・アイ・シー・ユー アンソニー・ストロング
オ・ソレイユ／陽だまり オースティン
ディス・サウンド スー・ゲルガー
タイム・トゥ・ゴー ミゲル・アトウッド・ファーガソン
永遠の誓い（ｆｅａｔ．　ジェイコブ・コリアー） ベッカ・スティーヴンス
サテライト ライラ・ビアリ
エモジ・オブ・ア・ウェイヴ ジョン・メイヤー
メイク・イット・アップ ステイシー・ケント
タクシードライヴァー ミラ
ザ・シークレット・ランゲージ ネイティヴ
マテリアル・ガール シュガーパイ・アンド・ザ・キャンディメン
コマン・トゥ・ディール・アデュー モンテフィオーリ・カクテル
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
レインコート・ソング ミーコ
サム・エンチャンテッド・プレイス イリアーヌ・イリアス
キャント・ウィー・スマイル ジョニー・ハモンド
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
ノーザン・スカイ ニック・ドレイク
ヒー・シンクス・アイ・スティル・ケア エミリー・クレア・バーロウ
アイ・ユースト・トゥ・ビー・カラーブラインド ジェーン・モンハイト
ヴォセ ドム・ラ・ネーナ
ハスブルック・ハイツ ルーマー


