
エクセルシオール
2020/11/25～2020/12/08 07:00～11:00
Acoustic Pops
総曲数：68

TITLE ARTIST
エンジェルス・ウィ・ハヴ・ハード・オン・ハイ シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー
ザ・ラスト・クリスマス シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー
クリスマス・フォー・トゥー シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー
ジョイ・トゥ・ザ・ワールド アリー＆ＡＪ
アイル・ビー・ホーム・フォー・クリスマス アリー＆ＡＪ
ウィアー・ゴーイング・トゥ・ザ・カントリー スフィアン・スティーヴンス
リメンバー・ザ・ベスト アラン・トーマス
オールド・ドッグ・ニュー・トリック アラン・トーマス
ウォーター・オン カーリー・ジラフ
ドゥ・ワット・ユー・ガット・トゥ・ドゥ ケアヒヴァイ
トーン ナタリー・インブルーリア
アイ・ニード・サムシング ニュートン・フォークナー
アイ・トゥック・イット・アウト・オン・ユー ニュートン・フォークナー
ア・リトル・ロンガー カレオ
ノウ・ザット・ユー・アー・マイ・レディ カレオ
ア・ディファレント・カインド・オブ・クリスマス リアン・ライムス
ホット・クッキン Ｇラヴ
スタンド・バイ ソフィー・セルマーニ
マーシー・マーシー・ミー（ジ・エコロジー） ニコラ・フォーク
世間知らずのＬｏｖｅ　Ｓｏｎｇ サンシャイン・ステイト
フロム・ヘヴン・アバヴ・トゥ・アース・アイ・カム エリン・ボーディー
メモリーズ タイマネ・ガードナー
ピーシズ・オブ・ユー アシュリー・マニックス
バケット カーリー・レイ・ジェプセン
ジェイルセル・マインド ヘイリー・セールズ
ホワット・ユー・ウォント 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
メリー・クリスマス・トゥ・ミー ジュールズ・シア＆パル・シェイザー
ザ・サーティーンス・デイ・オブ・クリスマス ベイジング・ビューティ
ガール・ウィズアウト・ア・ボーイ リタ・カリプソ
クアンド・ヨ・エラ・ペケーニャ ベル・ディヴィオレタ
ザ・フラワーズ・アー・コーリング ザ・マジック・ウィスパーズ
ウェイティング・オン・ザ・ワールド・トゥ・チェンジ ジョン・メイヤー
ホワイ・ジョージア ジョン・メイヤー
レイジー・デイ バードポーラ
イリュージョンズ・オブ・ブリス サラ・マクラクラン
ドゥ・ユー・ヒア・ホワット・アイ・ヒア キャリー・アンダーウッド
ブリーズ アンナ・ナリック
ユー・ルーズ スワン・ダイヴ
キス・ミー シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー
サンタ・ベイビー マルセラ・マンガベイラ
オン・ザ・ボーダーライン サリー・セルトマン
リーヴィング・オン・ア・ジェット・プレイン ジャスティン
ラヴ・ラヴ・ラヴ トリスタン・プリティマン
オールウェイズ・フィール・ディス・ウェイ トリスタン・プリティマン
ハロー トリスタン・プリティマン
サンライズ ノラ・ジョーンズ
ディス・クリスマス キキ
リーヴ・ユア・マーク ジェシー・ベイリン
フォーエヴァー・アンド・フォー・オールウェイズ シャナイア・トゥエイン
イット・ドント・マター ドノヴァン・フランケンレイター
ベター・トゥゲザー ジャック・ジョンソン
ノー・クリスマス・フォー・ミー ジィ・アーヴィ
赤鼻のトナカイ ジャック・ジョンソン
ブリエル スカイ・セーリング
トゥ・ザ・シー ジャック・ジョンソン
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
ドライヴィン・アラウンド メリーナ・カッスル
ブラックバード サラ・マクラクラン
ウィンター・ワンダーランド ケニー・ランキン
シギノ・ヂ・カンセル（蟹座） ブルーナ・カラム
オール・アタッチト ジャスティン・ヤング
アイヴ・ガット・ユー（ホワット・ドゥ・ゼイ・ノウ） ケリ・ノーブル
アイ・ウィル・ラヴ・ミー ケリ・ノーブル
ビー・ストロング・ナウ ジェイムス・イハ
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
セーブ・ミー コリン・メイ



エクセルシオール
2020/11/25～2020/12/08 11:00～14:00
Soft Rock
総曲数：65

TITLE ARTIST
ザ・ベルズ・オブ・ＳＴ．メアリー ボブ・Ｂ．ソックス・アンド・ザ・ブルー・ジーンズ
ウィンター・ワンダーランド ダーレン・ラヴ
ジー・ウィズ・イッツ・クリスマス カーラ・トーマス
愛の仲間達 ザ・フィフス・ディメンション
ユーアー・ゴーン アルゾ
スウィート・ウインズ アルゾ
ウェイク・アップ・トゥ・ミー・ジェントル クロディーヌ・ロンジェ
グッバイ・ジミー・グッバイ 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
メイシーズ・ウィンドウ ポール・リヴィア・アンド・ザ・レイダース・フィーチャリング・マーク・リンゼイ
素敵じゃないか ビーチ・ボーイズ
キャロライン・ノー ビーチ・ボーイズ
ジングル・ベル・ロック ダリル・ホール＆ジョン・オーツ
ペインテッド・デイグロウ・スマイル チャド＆ジェレミー
アイ・ウォント・ア・コンピューター・フォー・クリスマス ブライアン・ギャリ
サンディーズ・クリスマス ブライアン・ギャリ
ジングル・ベル ハーブ・アルパートとザ・ティファナ・ブラス
ザ・ベル・ザット・クドゥント・ジングル ハーブ・アルパートとザ・ティファナ・ブラス
モア・アイ・シー・ユー クリス・モンテス
燃ゆる初恋 クリス・モンテス
アイム・グラッド・ゼア・イズ・ユー クリス・モンテス
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
スノウ・クイーン ロジャー・ニコルズ＆ザ・スモール・サークル・オブ・フレンズ
ア・リーフ・ハズ・ヴェインズ フリー・デザイン
アイ・ファウンド・ラヴ フリー・デザイン
レインドロップス・キープ・フォーリング・オン・マイ・ヘッド フリー・デザイン
キャン・ユー・テル マーゴ・ガーヤン
ホワイ・シュッド・アイ・ケア チャド＆ジェレミー
テル・ミー・ベイビー チャド＆ジェレミー
ホワット・ドゥー・ユー・ウォント・ウィズ・ミー チャド＆ジェレミー
フェア・ジー・ウェル チャド＆ジェレミー
エイント・イット・ナイス チャド＆ジェレミー
ウェア・ア・スマイル・アット・クリスマス ポール・リヴィア＆ザ・レイダース
語りつくして ミレニウム
あなたと私 ザ・フリー・デザイン
ダニエル・ドルフィン フリー・デザイン
スウェイ ジグソー
カイツ・アー・ファン ザ・フリー・デザイン
ミッシェル ザ・フリー・デザイン
ポストカード ザ・ホリーズ
君のハートは僕のもの ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ
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
メリー・クリスマス・ベイビー ビーチ・ボーイズ
アワー・スウィート・ラヴ ビーチ・ボーイズ
サンクス・フォー・クリスマス スリー・ワイズ・メン
アイ・ウィッシュ・イット・クッド・ビー・クリスマス・エヴリデイ ロイ・ウッド・ウィズ・ウィザード
クリスマス・ウィッシュ ＮＲＢＱ
光りある世界へ ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス
ホエン・ラヴ・イズ・ニア ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス
愛しつづけて ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス
アウト・イン・ザ・カントリー ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス
ホエン・アイム・シックスティー・フォー クロディーヌ・ロンジェ
グッド・デイ・サンシャイン クロディーヌ・ロンジェ
オール・オブ・マイ・ラヴィン アルゾ＆ユーディーン
ウィンディ ザ・レイ・チャールズ・シンガーズ
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
レット・イット・ビー・ヒム ザ・モジョ・メン
ウェイヴス・ラメント ザ・サード・ウェーヴ
ドント・エヴァー・ゴー ザ・サード・ウェーヴ
ニャ・ニャ・ニャ・ニャ・ニャ ザ・バガルーズ
キャッスルズ・イン・ジ・エア ザ・バガルーズ
オープン・アップ・ユア・ハート ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ
ウォーク・アウト・トゥ・ウィンター アズテック・カメラ
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



エクセルシオール
2020/11/25～2020/12/08 14:00～17:00
Slow Bossa Nova
総曲数：47

TITLE ARTIST
Ｗｉｎｔｅｒ　Ｗｏｎｄｅｒｌａｎｄ ａｃｈｏｒｄｉｏｎ
Ｗｈｉｔｅ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ ａｃｈｏｒｄｉｏｎ
Ｔｈｅ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ　Ｓｏｎｇ ａｃｈｏｒｄｉｏｎ
Ｈｏ－Ｂａ－Ｌａ－Ｌａ Ａｎｎａ　Ｌｙ　＆　Ｍａｒｃｉｏ　Ｃｏｒｒｅｉａ
好きにならずにいられない エドゥアルド・ブラガ
ゾーズ・アイズ ケニー・ランキン
Ｇａｂｉｒｏｂａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ
Ａ　Ｒｉｔａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ
アオ・アミーゴ・トム（親愛なるトムへ） ロザリア・デ・ソーザ
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
カリオカの午後 Ｔｏｍｉ
ア・ヒタ Ｌｅｍｅ
イーグルの目 ケニー・ランキン
ヒアズ・ザット・レイニー・デイ パルミラ＆レヴィータ・ウィズ・ジョアン・ドナート
メドレー：ウィンター・ワンダーランド～星に願いを スザーナ＆ボブ・トステス
サンタのくれたクリスマス カルロス・リラ
アイル・ビー・ホーム・フォー・クリスマス ジャネット・サイデル
君が好き ミウシャ
オゥトラ・ヴェス ジョイス
モッサ・フロール（花の娘） クララ・モレーノ・フィーチャリング・セルソ・フォンセカ
ユア・ソング ミラ
ザ・クリスマス・ワルツ ザ・ジョージ・シアリング・クインテット
メドレー：オーヴァージョイド～アンコーラ アナ・カラン
ジングル・ベルズ セシリア・デール
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
愛は吐息のように キャロル＆ゼッカ・ロドリゲス
サンバ・サラヴァ ステイシー・ケント
ふさわしくない人 アルトゥール＆サブリナ
デゼスケッシードス／忘れられない二人 ベト・カレッティ
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
インディペンデンス・デイズ ニッキー・ホランド
アイ・ソウ・マミー・キッシング・サンタ・クロース マルセラ・マンガベイラ
レット・イット・スノウ！レット・イット・スノウ！レット・イット・スノウ！ モニーク・ケッソウス
ウィンター・ソング サロア・ファラー
サンバ・ド・グランデ・アモール シルヴァーナ・マルタ

ウン・ノヴォ・テンポ
ロベルト・メネスカル・アンド・セシリア・デイル・パルチスィパサォン・
エスペスィアル・ヂ・パオラ・デイル・イ・モニカ・デイル

カーニヴァル パトリーナ・モリス
トラヴェシーア ｃｈｉｅ
エモルドゥラーダ Ａｎｎ　Ｓａｌｌｙ
マッチスティック スワン・ダイヴ
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
うららかな日々 エマ・サロコスキー
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
2020/11/25～2020/12/08 17:00～19:00
SSW
総曲数：37

TITLE ARTIST
Ｓｌｅｉｇｈ　Ｒｉｄｅ ａｃｈｏｒｄｉｏｎ
オンリー・アット・クリスマス・タイム スフィアン・スティーヴンス
ザ・リトル・ドラマー・ボーイ スフィアン・スティーヴンス
オートマティック パハロ・サンライズ
マイ・フェイヴァリット・シェリフ マーティン
スウィート・アデライン エリオット・スミス
寂しき冬に エリン・ボーディー
ジョニー ダニエル・ウェスリー
サリー マット・グランディ
ホワットエヴァー エリオット・スミス
うたがい グレゴリー・アンド・ザ・ホーク
オーシャン ロージー・ブラウン
クリスマス・ソング コクーン
雑草のなかの犬 ホース・フェザーズ
キャンディ・バー・キラー シモーン・ホワイト
オールド・ビッグ・トゥリーズ タクシー・タクシー！
フロスティ・ザ・スノーマン フィオナ・アップル
ラヴ・ラヴ・ラヴ トリスタン・プリティマン
プット・ユア・レコーズ・オン コリーヌ・ベイリー・レイ
ミー・イン・ユー キングス・オブ・コンビニエンス
イフ・ユー・ステイ リチャード・ジュリアン
サンライズ ノラ・ジョーンズ
ウォールフラワー プリシラ・アーン
イン・ア・トゥリー プリシラ・アーン
ソー・ソーリー ファイスト
ミドル・マン ジャック・ジョンソン
タイムズ・ライク・ディーズ ジャック・ジョンソン
トラフィック・イン・ザ・スカイ ジャック・ジョンソン
ノー・クリスマス・フォー・ミー ジィ・アーヴィ
クリスマス ローグ・ウェイヴ
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
フェイス・アップ テッド・レノン
トキシック・ガール キングス・オブ・コンヴィニエンス
シンギング・ソフトリィ・トゥ・ミー キングス・オブ・コンヴィニエンス
ホワイル・ユー・ウェア・スリーピング エルヴィス・パーキンス
ライフ・イズ・ワンダフル ジェイソン・ムラーズ
アイム・ユアーズ ジェイソン・ムラーズ



エクセルシオール
2020/11/25～2020/12/08 19:00～22:00
Salon Jazz Vocal
総曲数：44

TITLE ARTIST
サイレント・ナイト ロージー・トーマス
フィール・ライク・メイキング・ラヴ サスキア・ブルーイン
ドント・レット・ミー・ビー・ロンリー・トゥナイト ジャッキー・ダンクワース
トーク・トゥ・ミー マーチャン
ドント・テイク・ユア・タイム エリン・ボーディ
ハウ・イット・イズ ワークシャイ
スウィート・ジョージー・フェイム イリアーヌ
インポッシブル オスカー・ピーターソン
ウィンター・ワンダーランド エミリー・クレア・バーロウ
ワルツ・フォー・デビー アンドレア・マルチェリ・トリオ・フィーチャリング・トーマス・クラウセン
ペンサティーヴァ ロイ・ニコライセン
イン・クアトロ ジャズ－ヒップ・トリオ
サンタが街にやってくる リザ・ヴァーラント
アイル・ビー・ホーム・フォー・クリスマス ジャネット・サイデル
コールド・ディセンバー・ナイト エリン・ボーディー
シュガー・イン・マイ・コーヒー ミラ
ベルズ（アイル・ビー・ウェイティング イデア・６・フィーチャリング・フランチェス・カソルティーノ
ネヴァー・ドゥ・イット マルシナ・アーノルド
チア・ミー・アップ・サンキュー ニュー・バッファロー
ソー・リマインディング・ミー グラジーナ・アウグスチク
ロング・タイム・ノー・シー ヘレン・シェパード
サンレイ ロージー・ブラウン
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
リーディング・ユア・リップス シグルズール・フロサソン・アイスランド・スーパー・ジャズ・クインテット
バード・オブ・ビューティ ザ・ジョー・ジルマン・トリオ
ビッグ・イエロー・タクシー レイチェルジー
フロスティ・ザ・スノーマン フィオナ・アップル
ホワット・メイクス・ザ・サンセット ヤン・ラングレン・トリオ
ディーパー マリア・ネッカム
アイ・ソウ・マミー・キッシング・サンタ・クロース マルセラ・マンガベイラ
ドルフィン・ダンス ユージン・パオ＆マッズ・ヴィンディング・トリオ
エスペランド・オー・マルタ ｔＲｉｏ
リヴィン・イット・アップ ビル・ラバウンティ
お話して・・・ ステイシー・ケント
ロック・ウィズ・ユー トレインチャ
オール・アゲイン コリーヌ・ベイリー・レイ
クリスマスのプレゼント ジョアン・ジルベルト
ペーパー・クラウズ ニコラ・コンテ
トゥナイト・ユー・ビロング・トゥ・ミー ジェーン・モンハイト
キープ・ユア・ヘッド・トゥ・ザ・スカイ フィリップ・ベイリー
リヴァー ハービー・ハンコック・フィーチャリング・コリーヌ・ベイリー・レイ
自転車に乗って ガリアーノ・トリオ・ｗｉｔｈ・バートン
ホワイト・クリスマス ケニー・ランキン
レインコート ケリー・スウィート


