
エクセルシオール
2020/09/09～2020/09/22 07:00～11:00
Acoustic Pops
総曲数：66

TITLE ARTIST
ファニー・リトル・ダンス モニカ・リドケ
ネリータ ジュディット・ネッデルマン
ソング・フォー・ザ・ソールド キシバシ
ラブ・フォー・セール ジョイス・モレーノ
アーリー・モーニング・サーフ・セッション ティピカル・ハワイアンズ
ラブフール バーブラ・リカ
マニック・マンデイ ニコラ・フォーク
ニーザー・オールド・ノーア・ヤング ジェシー・ハリス
ア・マター・オブ・タイム ジェシー・ハリス
スパニッシュ・ハーレム ジャネット・サイデル
スカーレット 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
ホウェン・アイ・カム・アラウンド クラブ・エイト
ナンタケット・アイランド ウィリー・ライト
ラングエッジ・オブ・ザ・ハート ブライアン・ケスラー
ノー・ポエム イナラ・ジョージ
ジェイルセル・マインド ヘイリー・セールズ
トライ・アンド・フライ ジ・オーディアンズ
フォーリング・フロム・ザ・スカイ キャレキシコ
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
アニメイト・ダスト スティーヴン・スタインブリンク
トラスト スティーヴン・スタインブリンク
ハウ・イット・オール・スターティッド スウィッシー
シンキン・バウト・ユー ベッカ・スティーヴンス・バンド
ティレリー ベッカ・スティーヴンス・バンド
ザ・ロング・ウェイ・ホーム ザ・マジック・シアター
ハウ・ビューティフル ドナ・レジーナ
エヴリ・リヴィング・パート アラン・ハンプトン
ライ・イン・イット アラン・ハンプトン
ウォーム・ハウス マルコマルシェ
ペドロ＆リス ジェニフェル・ソウザ
大きな空虚 ゼ・マノエウ
トゥー・レイト ジョー・ローリー
トゥー・ブライト ルビーズ
スティル・フィール・ライク・ユア・マン ジョン・メイヤー
ラヴ・オン・ザ・ウィークエンド ジョン・メイヤー
トゥー・ダヴズ レイチェル・ブロットマン
Ｐａ－ｔａ－ｔｉ　Ｐａ－ｔａ－ｔａ Ｙｕｓｕｋｅ　Ｓａｔｏ　ｆｅａｔ　Ｍａｉｋａ　Ｌｅｂｏｕｔｅｔ　ａｎｄ　ｊａｎ．
ハロー トリスタン・プリティマン
テイク・オフ・ユア・クール アウトキャスト・フィーチャリング・ノラ・ジョーンズ
クイット・ユー トリスタン・プリティマン
フィル・ユア・ブレインズ ハリソン・ブローム
ニーザー・オールド・ノア・ヤング キャンディス・スプリングス
ベター・トゥゲザー 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
フィール・ソー・グッド カレン・ソウサ
ビザール・ラヴ・トライアングル マカナ
キャン・サムバディ・テル・ミー ジョヴァンカ
イズ・ディス・ラヴ スリー・プラス
テイク・マイ・ブレス・アウェイ エマ・バントン
クー・クー ムッシュ・ペリネ
オートマチック・ハイ ダリル・ウェジー
スマイル・スルー・ユア・ソロウ ダリル・ウェジー
フィール・オブ・ザマー 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
テイキング・ホワッツ・ノット・ユアーズ 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
アイム・ユアーズ ジェイソン・ムラーズ
ミー・アンド・ジェーン・ドウ シャルロット・ゲンズブール
ナッシングズ・ロング エコスミス
セーブ・ミー コリン・メイ
プラスティック・マネキン・ラヴ ケイウェイ



エクセルシオール
2020/09/09～2020/09/22 11:00～14:00
Soft Rock
総曲数：65

TITLE ARTIST
ハッピーランド ハーパーズ・ビザール
ノー・ティアーズ・フォー・ジョニー チャド＆ジェレミー
そよ風のキッス チャド＆ジェレミー
イヤな女 トム・スプリングフィールド
ナッシング・スウィーター・ザン・マイ・ベイビー 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
キャッチ・ミー・イン・ザ・メドウ トレイドウィンズ
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・ライフタイム・ラヴィン・ユー イノセンス
ジャスト・キャント・ゲット・アロング アルゾ
ユー・ノウ・ミー、アイ・ノウ・ユー アルゾ
ラヴ・ドント・キープ・ミー・ウェイティング ソルト・ウォーター・タフィー
アイ・クッド・ネヴァー・ビー 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
オール・アローン・アム・アイ クロディーヌ・ロンジェ
クエスチョン・マーク ビリー・ニコルス
イージー・アズ・１、２、３ ジル・ギブソン
ディス・オールド・メロディー ザ・パレード
ヤング・アンド・フリー トゥイン・コネクション
オー・ホワット・ア・ラヴリー・デイ トゥイン・コネクション
コール・ミー タイム５
スウィート・スウィートハート ザ・ブレディ・バンチ
気にしないさ リック・ネルソン
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
ウォーク・イン・ザ・パーク クロディーヌ・ロンジェ
ウィズ・ア・リトル・ヘルプ・フロム・マイ・フレンズ ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
カルテット・Ｎｏ．６・イン・Ｄ・マイナー フリー・デザイン
バタフライズ・アー・フリー フリー・デザイン
フレンドリー・マン フリー・デザイン
テル・ミー・ベイビー チャド＆ジェレミー
フェア・ジー・ウェル チャド＆ジェレミー
私には夢がある チャド＆ジェレミー
ステイ・アナザー・シーズン ザ・フリー・デザイン
リトル・バード ビーチ・ボーイズ
ウォーク・オン・バイ ビーチ・ボーイズ
ウィッシュユーアウィッシュ ザ・ホリーズ
グッド・モーニング・スターシャイン ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ
ヘイライド ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ
サムシング・イン・ザ・ウェイ・シー・ムーヴズ アニタ・カー・シンガーズ
ウィル・オールウェイズ・ビー・フレンズ ザ・ブラディ・バンチ
ユーヴ・ガット・ミー・ゴーイング アルゾ＆ユーディーン
ビヨンド・ザ・シー ウィ・ファイヴ
ユー・ワー・オン・マイ・マインド ウィ・ファイヴ
メイク・サムワン・ハッピー ウィ・ファイヴ
パラレル・ラインズ ザ・ブラディ・バンチ
ア・バブル・コールド・ユー アラン・コープランド・コンスピレイシー
サリー・アン（ユーアー・サッチ・ア・プリティ・ベイビー） カフ・リンクス
ウィ・キャン・ヘルプ・ユー（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｓｔｅｒｅｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ
フー・ニーズ・ユー クロディーヌ・ロンジェ
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
メイデン・ヴォヤージ ザ・サード・ウェーヴ
クロウィ ザ・サード・ウェーヴ
二人の架け橋 ブリーズ
ウェルカム、ユアー・イン・ラヴ ジ・アメリカン・ブリード
スウィーツ・フォー・マイ・スウィート ザ・カーニヴァル
ホリデイ ジャッキー＆ロイ
マイ・フォンデスト・ドリーム スモーキー・アンド・ヒズ・シスター
ザ・バーズ スティーヴ＆スティーヴィー
アット・ワンス・フォール・イン・ラヴ ビアギッテ・ルゥストゥエア
ドリフター ハーパース・ビザール
ウィンディ アソシエイション
カム・トゥ・ザ・サンシャイン ハーパース・ビザール
ユー・ノウ・アイヴ・ファウンド・ア・ウェイ カート・ベッチャー
アナザー・タイム カート・ベッチャー
イット・ウォント・オルウェイズ・ビー・ザ・セイム ミレニウム



エクセルシオール
2020/09/09～2020/09/22 14:00～17:00
Slow Bossa Nova
総曲数：49

TITLE ARTIST
愛は陶酔 エンゾ・エンゾ
Ａ　Ｒｉｔａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ
マイ・ハート・セッド エミリー・ヤンシー
アオ・アミーゴ・トム（親愛なるトムへ） ロザリア・デ・ソーザ
ユー・ドゥ・サムシング・トゥ・ミー ジョイス・モレーノ
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
バット・ノット・フォー・ミー ジョアン・ドナート
夢見て パルミラ＆レヴィータ・ウィズ・ジョアン・ドナート
エスターテ サーシャ
ディス・ハッピー・マッドネス ダイアナ・パントン
ドリーマー 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
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
モンド・ブルー 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
遅くなったらごめんなさい 吉田慶子
ぴったりの恋 吉田慶子
オゥトラ・ヴェス ジョイス
こんな僕でよかったら リーサ
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
シー フラビオ・メンデス
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
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
Ｓｅｎｊａ　Ｄａｎ　Ｍｅｎｔａｒｉ マルコマルシェ
サイコー 松田美緒
大きな空虚 ゼ・マノエウ
舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ
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
マデュレイラ通り ステイシー・ケント
オ・サンバ ファビオ・ノービレ
３月の水 ステイシー・ケント
デサフィナード イリアーヌ
おいしい水 タニア・マリア
恋のひとこと　ｄｕｅｔ　ｗｉｔｈ　ＴＯＫＵ Ｍｏｏｎ
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
リトル・パラダイス 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
Ｖｏｃｅ　ａｂｕｓｏｕ ｃｈｉｅ
エモルドゥラーダ 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
アイル・ビー・ラヴィング・ユー ベレーザ
セヴン・デイズ ベレーザ
マッチスティック スワン・ダイヴ
サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ



エクセルシオール
2020/09/09～2020/09/22 17:00～19:00
SSW
総曲数：36

TITLE ARTIST
ウィスキー・ウィット クウェシ・Ｋ
トラブル エリオット・スミス
ナウ・ウィ・ノウ（オルタネイト・ヴァージョン） ジェフ・ハンソン
岸辺の心 マロー
上と下のシーツ マロー
ロメオズ・チューン パハロ・サンライズ
コーヒー フェザー・アンド・ダウン
ギース ジョシュア・ジェイムス
ザ・デイ・ザット・シー・ドラウンド・ハー・ボディ・ワズ・ファウンド タマス・ウェルズ
ベイビー・ブリテン エリオット・スミス
アップ・オン・ア・マウンテン ザ・ウェルカム・ワゴン
イフ・ユー・アスク ワン・リトル・プレイン
インペリアル・ゴールド ディーン・ブラント
イッツ・ジャスト・ラヴ ドノヴァン・フランケンレイター
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
コンドル・アヴェニュー エリオット・スミス
マックラーから来た大魔女（あるいは、自らを知るこころ） スフィアン・スティーヴンス
ぜったいしないようなこと ジェフ・ハンソン
ウィ・ユースト・トゥ・ビー・ソー スティーヴン・ダフィー＆ライラック・タイム
エレヴェーター・ライド アラン・ハンプトン
ベター・トゥゲザー ジャック・ジョンソン
ジャングル・ジム ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ・フィーチャリング・Ｇ．ラヴ

ウィ・アー・ゴーイング・トゥ・ビー・フレンズ ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ
エンジェル ジャック・ジョンソン
ホエン・アイ・ルック・アップ ジャック・ジョンソン
ノー・モア・ウェイスティング・タイム テッド・レノン・フィーチャリング・ジャック・ジョンソン
イン・ユア・アームズ キナ・グラニス
フラート ザ・シンプル・カーニヴァル
フォー・ザ・セイク・オブ・フー スウィッシー
シークレッツ・オブ・ザ・ワールド アディティア・ソフィアン
セプテンバー 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
マイ・ローラーコースター キミヤ・ドーソン
グッバイ・ガール ルーマー
ブレイヴ・アウェイクニング ルーマー
ラヴ・イズ・オール ザ・トールスト・マン・オン・アース



エクセルシオール
2020/09/09～2020/09/22 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
飾りのついた四輪馬車 カーリン・アリソン
ア・サンデイ・スマイル キシバシ
クレイジー・リトル・シング・コールド・ラヴ フレンドン・フェロー
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
愛の痛み エンゾ・エンゾ
芸術の女 エンゾ・エンゾ
ラァ・ダンス・デュ・クール モニカ・リンゲス
アイム・シャドウィング・ユー ブロッサム・ディアリー
サンバ・フォー・ヴィッキー デイヴ・マッカイ＆ヴィッキー・ハミルトン
Ｓｉｎｇｅｒ　Ｓｏｎｇ　Ｗｒｉｔｅｒ Ｒｅｉｎａ　Ｋｉｔａｄａ
ウェイキング・アップ 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
ウィル・ユー・スティル・ラヴ・ミー・トゥモロウ インゲル・マリエ・グンナシェン
ピンク・ムーン ミシャ・フィッツジェラルド・ミッシェル
サンバ・サラヴァ ダイアナ・パントン
トゥモローズ・サン（タイム・トゥ・ゴー） スティーヴ・キューン
柳よ泣いておくれ ジャネット・サイデル
ポインシアーナ ジャネット・サイデル
ユー・アー・ラッキー・ガイ ジャネット・サイデル
ストレンジ・ワルツ ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー
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
ボックス・オブ・シングス ローリー・カレン
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
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
ミステイクス サン・シスコ
シスタ・セッド・ノー ルス・コレヴァ
アンフォーゲッタブル アンソニー・ストロング
ア・ドゥードリン・ソング Ｃｈａｉ－Ｃｈｅｅ　Ｓｉｓｔｅｒｓ
イン・マイ・ライフ ブラザー・グルーヴ
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
ポエッツ・メランコリー スー・ゲルガー
ウォント アラン・ハンプトン
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
スター・アイズ ハンナ・エルムクエスト
ネヴァー・ウィル・アイ・マリー アンドレア・モティス
ユード・ビー・ソー・ナイス・トゥ・カム・ホーム・トゥ アンドレア・モティス
スウィーター ミーコ
シンギング・イン・マイ・ソウル リズ・ライト
ドリームス　ｆｅａｔ．　ロバート・グラスパー ダイアン・リーヴス
ホース・プリント・ドレス コリーヌ・ベイリー・レイ
エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ
ジャスト・ザ・トゥー・オブ・アス シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド
孤独な夜 シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド
リリース・フロム・ザ・センター・オブ・ユア・ハート ジョルジオ・トゥマ
ゼア・ウィル・ネヴァー・ビー・アナザー・ユー チコ・ランドール


