
エクセルシオール
2020/07/22～2020/08/11 07:00～11:00
Acoustic Pops
総曲数：68

TITLE ARTIST
ドント・ギヴ・アップ アヤク
ファニー・リトル・ダンス モニカ・リドケ
ジャ・ノ・テ・ヴェリア・マス（ネヴァー・シー・ユー） ロチャ
ソング・フォー・ザ・ソールド キシバシ
レッツ・ドゥ・イット ジョイス・モレーノ
ラブフール バーブラ・リカ
セレナーデ ブルーノ・マーツ
ホイッスリング・ライヴァルリー ワイルド・ハニー
ピース・オブ・フレッシュ フェザー・アンド・ダウン
チェンジ・ユア・マインド アラン・ハンプトン
スマイル 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
ニーザー・オールド・ノーア・ヤング 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
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
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
スクール サン・シスコ
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
レット・ゴー クリス・ベリー＆パークィジット
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
トラスト スティーヴン・スタインブリンク
インプレス・マイ・メモリー（Ａｌｔｅｒｎａｔｅ　Ｍｉｘ） スティーヴン・スタインブリンク
フェンス・ミー・イン アーランド・オイエ
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
リーフ 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
あなたの心に エリン・ボーディー
レイジー・デイ バードポーラ
スティル・フィール・ライク・ユア・マン ジョン・メイヤー
ロール・イット・オン・ホーム ジョン・メイヤー
ヘイ・ヤー！ Ｂ．Ｊ．スミス
Ｐａ－ｔａ－ｔｉ　Ｐａ－ｔａ－ｔａ Ｙｕｓｕｋｅ　Ｓａｔｏ　ｆｅａｔ　Ｍａｉｋａ　Ｌｅｂｏｕｔｅｔ　ａｎｄ　ｊａｎ．
サニー・デイ パトリーナ・モリス
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
ラーン・イット・オール・アゲイン・トゥモロー ベン＆エレン・ハーパー
レインコート・ソング ミーコ
ネヴァー・メイク・イット・オン・タイム ニッキー
ベター・トゥゲザー ジャック・ジョンソン
トゥ・ザ・スカイ アウル・シティー
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
ジャズ・ン・サンバ ミルト・ジャクソン
ジャスト・ザ・ウェイ・ユー・アー（Ｍｉｘｅｄ　Ｂｙ　Ｄｊ　Ｋａｚｕｈｉｙ） ＤＪ・カズヒー
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
ベイビー アリス・スミス＋アロー・ブラック
ビッグ・ディール アヌヘア
トゥルー テン・フィート
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
ケイトリンズ・オン・ザ・ビーチ ザ・シンプル・カーニヴァル
スマイル・スルー・ユア・ソロウ ダリル・ウェジー
ベター・デイズ 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
オール・ユーヴ・ガット・トゥ・ドゥ マンソー
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
2020/07/22～2020/08/11 11:00～14:00
Soft Rock
総曲数：66

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
テクニカラー・ドリーム アラン・ボウン
サッチ・ア・レディー カート・ベッチャー
サイモン・セッズ 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
ア・ライフタイム・ラヴィン・ユー イノセンス
ユー・ノウ・ミー、アイ・ノウ・ユー アルゾ
ザ・ミュージック・ボックス ドン・アンド・ザ・グッドタイムス
アイ・クッド・ネヴァー・ビー ドン・アンド・ザ・グッドタイムス
バンビ ドン・アンド・ザ・グッドタイムス
素敵じゃないか ビーチ・ボーイズ
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
ライティング・オン・ジ・ウォール シルヴァー・ライニング
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
気にしないさ リック・ネルソン
ワンダー 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
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
ビフォー・アンド・アフター チャド＆ジェレミー
私には夢がある チャド＆ジェレミー
イフ・ユー・ニード・サムバディ チャド＆ジェレミー
バブルズ フリー・デザイン
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
ヘイライド ゲーリー・ルイスとプレイボーイズ
バック・オン・ザ・ストリート サンシャイン・カンパニー
マイ・ハーツ・シンフォニー ゲイリー・ルイス＆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
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
ヘイ・ヘイ・ヘイ・シーズ・ＯＫ アルゾ＆ユーディーン
タイム・ウィル・ショウ・ザ・ワイザー メリー・ゴー・ラウンド
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
ある日私は カウシルズ
ヤング・バーズ・フライ ホワイト・プレインズ
キャンディ ラヴ・ジェネレーション
ブラウン・アンド・ポーターズ（ミート・エクスポーターズ）ロリー マンフレッド・マン
フー・ニーズ・ユー クロディーヌ・ロンジェ
ライク・トゥ・ゲット・トゥ・ノウ・ユー スパンキー＆アワ・ギャング
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
ゴット・トゥ・ゲット・ユー・イントゥ・マイ・ライフ ザ・サード・ウェーヴ
クロウィ 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
ウェルカム、ユアー・イン・ラヴ ジ・アメリカン・ブリード
スロウ・イット・ダウン・ア・リトル・ホワイル ノーザン・ライツ
ギヴ・ア・リトル・ラフター コパー・ニッケル
スウィーツ・フォー・マイ・スウィート ザ・カーニヴァル
ステイ・ウィズ・ミー・フォーエヴァー、ステイ・ウィズ・ミー・ナウ 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
アナザー・ナイト ビアギッテ・ルゥストゥエア
クリスティーナ 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
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
2020/07/22～2020/08/11 14:00～17:00
Slow Bossa Nova
総曲数：51

TITLE ARTIST
愛は陶酔 エンゾ・エンゾ
Ａ　Ｒｉｔａ 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
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
チン・チン（乾杯） ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート
Ｔｈｅ　Ｂｏｙ　Ｆｒｏｍ　Ｉｐａｎｅｍａ ギラ・ジルカ
エブリシング・ハプンズ・トゥー・ミー リリアン・テリー
サビア 小野リサ
デサフィナード 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
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
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
シング ダイアナ・パントン
ホット＆コールド リーサ
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
ティー・フォー・トゥー 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
サンバ・ドス・アニマイス アドリアーナ・マシエル
エ・オ・ムンド・ナォン・シ・アカボウ マルシア・ロペス
デゼスケッシードス／忘れられない二人 ベト・カレッティ
Ｓｅｎｊａ　Ｄａｎ　Ｍｅｎｔａｒｉ マルコマルシェ
サイコー 松田美緒
愛の想い出 リタ・ライス
サン・ホセへの道 リタ・ライス
オ・サンバ ファビオ・ノービレ
デサフィナード イリアーヌ
ラヴィン・ユー ダイアン・リーヴス
ヒューマン・ネイチャー トレインチャ
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
ディス・ハッピー・マッドネス ジョン・ピザレリ
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
ドゥープ・ドゥー・ディ・ドゥープ ブロッサム・ディアリー
イッツ・オーヴァー ピート・ヨーク・パーカッション・バンド
Ｖｏｃｅ　ａｂｕｓｏｕ ｃｈｉｅ
エモルドゥラーダ Ａｎｎ　Ｓａｌｌｙ
酒とバラの日々 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
ジェントル・レイン スワン・ダイヴ
イン・ブロッサム スワン・ダイヴ
ウン・アシデンチ・ソー パウロ・ムニツ
サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ
ヴォセ ドム・ラ・ネーナ



エクセルシオール
2020/07/22～2020/08/11 17:00～19:00
SSW
総曲数：35

TITLE ARTIST
シー・ワズ・オールソー・ウォッチング・オン・ジ・オケージョン・オブ・ヒズ・ファースト・ブレイク・イン．ヒズ・フェイス・ワズ・リット・バイ・ザ・ムーン、アンド・ワズ・ソー・ファミリア・シード・・・ グランド・サルヴォ
ティピカル・ハイ・スクール・ロマンス リチャード・ナット
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
ロメオズ・チューン パハロ・サンライズ
ブラザー カラー・オブ・クラウズ
ベイビー・ブリテン エリオット・スミス
インペリアル・ゴールド ディーン・ブラント
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
ファースト・タイマー 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
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
イーヴン・ゾウ・アイム・ア・ウーマン シーカー・ラヴァー・キーパー
ウィ・ウィル・ノウ・ホワット・イット・イズ シーカー・ラヴァー・キーパー
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
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

アイ・アム・ミー・ワンス・モア ジィ・アーヴィ
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
ハヴ・マーシー テッド・レノン
イン・ユア・アームズ 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
エフォートレスリー 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
レインボウ・アンド・スターライト 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
私は眠っていた ヤエル・ナイム
グッバイ・ガール ルーマー
Ｐ．Ｆ．スローン ルーマー
リヴ・ハイ ジェイソン・ムラーズ



エクセルシオール
2020/07/22～2020/08/11 19:00～22:00
Salon Jazz Vocal
総曲数：47

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
ブラックバード トヌー・ナイソー・トリオ
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
インサイド・イーチ・アザー エマ・サロコスキー
Ｓｉｎｇｅｒ　Ｓｏｎｇ　Ｗｒｉｔｅｒ Ｒｅｉｎａ　Ｋｉｔａｄａ
ザッツ・ホワット・アイ・ヘイト 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
ペンサティーヴァ ロイ・ニコライセン
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
トゥモローズ・サン（タイム・トゥ・ゴー） スティーヴ・キューン
ポインシアーナ 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
ユー・アー・ラッキー・ガイ 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
アメリカ アリッサ・グラハム
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
ムーンリヴァー ジ・オーディアンズ
ロージズ・オール・ザ・ウェイ ルース・ヨンカー
サマー７７ アンドレ・ソロンコ
イフ・ユー・ワナ・スタンド・バイ・ミー ザ・スパンデッツ
アンフォーゲッタブル 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
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

ディス・サウンド スー・ゲルガー
ウォント アラン・ハンプトン
大都市 セバスティアン・マッキ－クラウディオ・ボルサーニ－フェルナンド・シルバ

ジャスト・ユー、ジャスト・ミー シーネ・エイ
大きな空虚 ゼ・マノエウ
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
ユーアー・ゴナ・リヴ・フォーエヴァー・イン・ミー ジョン・メイヤー
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
アイム・オールド・ファッションド サラ・マッケンジー
ネヴァー・ウィル・アイ・マリー 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
カント・カジュアル ジョン・ピザレリ
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
孤独な夜 シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド
ザット・オールド・ブラック・マジック シゼル・ストーム
ベッチャ・バイ・ゴーリー・ワウ スリー・プラス
オールド＆クレイジー（ＦＥＡＴ．エスペランサ） ブルーノ・マーズ


