
エクセルシオール

2018/01/10～2018/01/23 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：69

TITLE ARTIST

ジョイフリー カーリ・ジョーブ

チェンジ・オール・ザ・タイム・フィーチャリング・アンナ・クリストッフェション マグナス・リンドグレン

Ｅｋｋｉ　Ｖａｎｍｅｔａ パスカル・ピノン

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

アイ・ニード・サムシング ニュートン・フォークナー

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

シークレット・ハート バーブラ・リカ

フレンド・イン・ミー アゼリン・デビソン

ザ・ワールド・スピンズ・オン ディラン・モンドグリーン

ホイッスリング・ライヴァルリー ワイルド・ハニー

マニック・マンデイ ニコラ・フォーク

エニワン・バット・ユー メリーナ・カッスル

バット・ノット・フォー・ミー ジョアン・ドナート

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

ロマンス ミカド

フォーエヴァー・マイン ランディー・ロレンゾ

ノー・ポエム イナラ・ジョージ

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

ランデヴーズ マシュー・ラーキン・カッセル

フォーリング・フロム・ザ・スカイ キャレキシコ

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

バッド・ガイ・ナウ アーランド・オイエ

ホウィストラー アーランド・オイエ

ノッサ・コパカバーナ ジョアン・サビア

レインボウ・カラーズ マーヤ

シンキン・バウト・ユー ベッカ・スティーヴンス・バンド

ムーヴィーメイカーズ・フィクション スー・ゲルガー

ライ・イン・イット アラン・ハンプトン

言って　して　キスして ジョー・バルビエリ

テイク・ミー・ウィズ・ユー ティレリー

ホーリー・ドライヴ サリー・セルトマン

マイ・ディア・フレンド カーリー・ジラフ

フー・セイズ ジョン・メイヤー

讃歌 ナー・オゼッチ、ゼー・ミゲル・ヴィズニキ

恋する時間 プリシラ・アーン

愛はきらめきの中に ザ・バード＆ザ・ビー

ピクチャー・ミー スザンナ・ホフス

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

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

フォー・アナザー・デイ ニッキー

ネヴァー・メイク・イット・オン・タイム ニッキー

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

トゥー・マッチ・ウォーター ドノヴァン・フランケンレイター

ヘイ・スティーブン テイラー・スウィフト

エヴリデイ サウサリート・フォックストロット

イット・ドント・マター ドノヴァン・フランケンレイター

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

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

ドライヴィン・アラウンド メリーナ・カッスル

ブダペスト ジョージ・エズラ

ブラックバード サラ・マクラクラン

輝く太陽 ヘイリー・ロレン

ガッタ・ゲット・アウェイ アーニー・クルーズ・Ｊｒ．

心の愛（アイ・ジャスト・コールド・トゥ・セイ・アイ・ラヴ・ユー） ナレオ

テイク・マイ・ブレス・アウェイ エマ・バントン

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

スマイル・スルー・ユア・ソロウ ダリル・ウェジー

ポジティヴ・ラヴ グレーター・アレクサンダー

ビルドザットウォール エイミー・マン

シンプル・アズ・ディス ジェイク・バグ



エクセルシオール

2018/01/10～2018/01/23 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：67

TITLE ARTIST

ジェシー ハーパーズ・ビザール

柳よ泣いておくれ チャド＆ジェレミー

ホエア・ハブ･ユー・ビーン・ハイディング グリッター・ハウス

スウィーター・ザン・シュガー オハイオ・エクスプレス

オンリー・ホエン・アイム・ドリーミン トレイドウィンズ

ドント・アスク・ミー・ホワイ アルゾ

スウィート・ウインズ アルゾ

ヒーズ・スティル・イン・マイ・ハート ソルト・ウォーター・タフィー

アウト・オブ・マイ・ライフ キャッチ２２

ソウツ・オン・ア・レイニー・デイ キャッチ２２

レッツ・スペンド・ザ・ナイト・トゥゲザー クロディーヌ・ロンジェ

ゲス・フー・アイ・ソウ・イン・パリス クロディーヌ・ロンジェ

デイタイム・ガール ビリー・ニコルス

ハピネス・ソング ビリー・ニコルス

アイ・ヒア・トランペッツ・ブロウ ヴァニティ・フェア

ダディ ダイアナ・ジョージ・ウィズ・ザ・フィル・レンク・トリオ

ウェルカム、ユーアー・イン・ラヴ ザ・パレード

マイ・マム インディアナ

テル・イット・トゥ・ザ・ウィンド ザ・ゴールドブライアーズ

アイ・フェル 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

オクラホマ・トード（ＣＴＩ　Ｍｉｘ） デイヴ・フリッシュバーグ

（サムシング・イン）ザ・ウェイ・シー・ルックス・アット・ユー ポリドール・パム

アイ・ライク・ザ・サンライズ フリー・デザイン

アイヴィ・オン・ア・ウィンディ・デイ フリー・デザイン

ハウドゥヤドゥー（フライ・ミー・ダウン） フリー・デザイン

スパンキー・アンド・アワ・ギャング マーゴ・ガーヤン

アイム・イン・ラヴ・アゲイン チャド＆ジェレミー

もう離さない チャド＆ジェレミー

君は彼女 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

カナダ・イン・スプリングタイム ザ・フリー・デザイン

サムデイ・マン ロジャー・ニコルズ＆ポール・ウィリアムス

エイント・イット・クレイジー ザ・ブラディ・バンチ

ディス・ルーム アルゾ＆ユーディーン

フレッシュ・エアー ジュリアス・ウェクター・アンド・ザ･バハ・マリンバ・バンド

ウォーク・イン・ザ・パーク クロディーヌ・ロンジェ

ジェニファー・ジュニパー サンドパイパーズ

ラヴ・ソング パンチ

サニー、ハニー・ガール ホワイト・プレインズ

ティエア・リー アラン・コープランド・シンガーズ

サテライト・ジョッキー（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｍｏｎｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ

ウィンディ ザ・レイ・チャールズ・シンガーズ

可愛いおまえ サンドパイパーズ

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

すてきな言葉 ジ・イノセンス

１、２、３、レッド・ライト １９１０・フルーツガム・カンパニー

イエスタデイズ・トゥー・メニー・ドリームズ・アウェイ ピーター・アンダース

二人の架け橋 ブリーズ

ドント・ビー・アフレイド ザ・ロバート・テニソン・トゥループ

マイ・ワールド・オブ・メイク・ビリーヴ ザ・ロバート・テニソン・トゥループ

マイノリティ ノーザン・ライツ

ニャ・ニャ・ニャ・ニャ・ニャ ザ・バガルーズ

スウィーツ・フォー・マイ・スウィート ザ・カーニヴァル

リザ スティーヴ＆スティーヴィー

シーズ・ゲッティング・マリッド スティーヴ＆スティーヴィー

イット・ワズ・オールウェイズ・ユー ペイジ・クレール

ペイント・マイ・ワールド・ブルー ペイジ・クレール

ファイヴ・ハンドレッド・マイルズ ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ

ディス・ハッピー・モーニング ビアギッテ・ルゥストゥエア

タイム ポール・ウィリアムス

ポートレイト・オブ・マイ・ラヴ ザ・トーケンズ

トゥ・プット・アップ・ウィズ・ユー ポール・ウィリアムズ

青春の光と影 ハーパース・ビザール

スモール・トーク ハーパース・ビザール

マリブ・ユー ハーパース・ビザール

ストレッチ・リーヴァイス カート・ベッチャー



エクセルシオール

2018/01/10～2018/01/23 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：49

TITLE ARTIST

ヴォラーレ フランチェスカ・タンドイ・トリオ

ホーザ・モレーナ Ｙｅａｈｗｏｎ　Ｓｈｉｎ

オ・パト アルヴァーロ・ベローニ

愛は陶酔 エンゾ・エンゾ

Ｇａｂｉｒｏｂａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ

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

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

チン・チン（乾杯） ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート

スマイル ジョアン・ドナート

イパネマの娘 ジョアン・ドナート

ディス・ハッピー・マッドネス ダイアナ・パントン

ザ・テレフォン・ソング ダイアナ・パントン

ドリーマー ダイアナ・パントン

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

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

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

トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ ウェンディ・モートン

オゥトラ・ヴェス ジョイス

リトル・ハウス トーファー・モー

夕暮れのコーヒー ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ

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

ヴァタパー アルトゥール＆サブリナ

セプテンバー ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

ワルツ＃１　ｆｅａｔ．　ベッカ・スティーヴンス ニュー・ウエスト・ギター・グループ

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

ブランキーニャ 吉田慶子＆黒木千波留

インポッシブル ジョー・ローリー

サン・ホセへの道 リタ・ライス

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

讃歌 ナー・オゼッチ、ゼー・ミゲル・ヴィズニキ

３月の水 ステイシー・ケント

想いあふれて レイラ・ピニェイロ

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

サム・エンチャンテッド・プレイス イリアーヌ・イリアス

ガチョウのサンバ イリアーヌ・イリアス

サンボウ・サンボウ イリアーヌ・イリアス

イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー

三月の水 ルシアーナ・ソウザ

マイタ ドリス・モンテイロ

イッツ・オーヴァー ピート・ヨーク・パーカッション・バンド

ジェントル・レイン スワン・ダイヴ

サンバ・ド・アヴィアォン（ジェット機のサンバ） パメラ・ドリッグス

Ｓｅ　ｔｏｄｏｓ　ｆｏｓｓｅｍ　ｉｇｕａｉｓ　ａ　ｖｏｃｅ Ｃｈｉｅ

サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ

ジェット機のサンバ ピンキー・ウィンターズ

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

2018/01/10～2018/01/23 17:00～19:00

SSW

総曲数：33

TITLE ARTIST

エレクトリック・スパイア グローリーテラーズ

アイム・イン・ニード・ナウ ジェブ・ロイ・ニコルズ

ホワット・アイ・ウォント・トゥ・ドゥ デヴィッド・ミード

トラブル エリオット・スミス

ベター・リーヴ パハロ・サンライズ

ホット・スカリー・サマー ヴィレジャーズ

タンジェリン ファースト・エイド・キット

フォー・ジ・アパーチャー タマス・ウェルズ

パラサイト ニックド・ドレイク

エイプリル イマジナリー・フューチャー

ラヴ・ディス・ワールド ヨハン・クリスター・シュッツ

スウィート・アデライン エリオット・スミス

ウィズアウト・フィアー ショアライン

フォールド ホセ・ゴンザレス

シー・ユー・レイター エリオット・スミス

ア・ウェイヴ・イズ・ローリング ジ・イノセンス・ミッション

セイヴァー カックマダファッカ

ゲット・オン・ナイス シモン・ダルメ

ユー・アンド・ユア・シャドウズ マルコマルシェ

テトロ マット・キーヴェル

フォール・ライン ジャック・ジョンソン

エンジェル ジャック・ジョンソン

ゴー・オン ジャック・ジョンソン

11:11 ルーファス・ウェインライト

エニワン・バット・ユー メリーナ・カッスル

オールド・パイン ベン・ハワード

．．．アンド・スリー・パラソル・スターズ ジョルジオ・トゥマ

アフター・ザ・レイン アディティア・ソフィアン

ベイビー・ステップス 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

ダンデライオン ザ・ブラック・アトランティック

カミング・ダウン・コールド エボット・ルンデバーグ＆マティアス・バージュド

リトル・フラッシング・ライト マーク・フライ



エクセルシオール

2018/01/10～2018/01/23 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：52

TITLE ARTIST

レッツ・フォール・イン・ラヴ ゾイ・シュワルツ＆ロブ・コラール

ホワイ・ドゥ・フールズ・フォール・イン・ラヴ ケイト・フラー

サー・ヘンリー ウーター・ヘメル

リージア エヂソン・フレデリコ

夢の中の愛 エンゾ・エンゾ

愛の痛み エンゾ・エンゾ

ザ・ベスト・イズ・イェット・トゥ・カム ステイシー・ケント

テイク・ファイヴ ジュディ・ロバーツ

インサイド・イーチ・アザー エマ・サロコスキー

Ｓｉｎｇｅｒ　Ｓｏｎｇ　Ｗｒｉｔｅｒ Ｒｅｉｎａ　Ｋｉｔａｄａ

レッツ・ゴー パウラ・リマ

’Ｓ　Ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ギラ・ジルカ

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー バーブラ・リカ

ララバイ・オブ・ザ・リーヴズ ローレン・デスバーグ

ス・ワンダフル シゼル・ストーム

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

ユール・ゲット・イン フェザー・アンド・ダウン

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

ザ・フィッシュ ダスコ・ゴイコヴィッチ

デスティネーション・ムーン ペトラ・ヴァン・ナウス＆アンディー・ブラウン

ディス・ハッピー・マッドネス ダイアナ・パントン

ザット・オールド・ブラック・マジック ジャネット・サイデル

リトル・ジャズ・バード 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

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

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

アイヴ・ガット・ザ・ワールド・オン・ア・ストリング クリスティーナ・グスタフソン

ワン・ナイト マシュー・ラーキン・カッセル

シャク・ジュール ゴールディー

コットン・クラウズ ジ・オーディアンズ

ソーニョ・ヂ・ヴォー アナ・クラウヂア・ロメリーノ

ストレンジ・ユニヴァース・フィーチャリング・ジジ・マレンテット ブレイン・ウィテカー

ウォーム クリス・ベリー＆パークィジット

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

オール・アイヴ・ガット・トゥ・ギヴ ザ・スパンデッツ

ザ・モア・アイ・シー・ユー アンソニー・ストロング

Ｉｔ　ｍｉｇｈｔ　ａｓ　ｗｅｌｌ　ｂｅ　ｓｐｒｉｎｇ ふたつゆ

ジャスト・アバウト・エヴリシング トゥトゥ・プオーネ

ル・マルシェ・オ・ピュス ブノワ・マンション

驚きのすべ(ｗｉｔｈ　ラ・シーカ） ジョー・バルビエリ

言って　して　キスして ジョー・バルビエリ

ワルツ＃１　ｆｅａｔ．　ベッカ・スティーヴンス ニュー・ウエスト・ギター・グループ

スピン・アラウンド スライディング・ハマーズ

ア・ハウス・イズ・ア・ホーム ベン＆エレン・ハーパー

サム・エンチャンテッド・プレイス イリアーヌ・イリアス

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

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

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

ルプロデュクシオン アルノー・フルーラン＝ディディエ

ハスブルック・ハイツ ルーマー

素晴らしき恋人たち ギャルズ＆パルズ


