
エクセルシオール

2017/10/11～2017/10/24 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

アム・アイ・フォーギヴン ルーマー

ジョイフリー カーリ・ジョーブ

ホワイ・ドゥ・フールズ・フォール・イン・ラヴ ケイト・フラー

ハロー・イン・ゼア エディ・リーダー

サテライト ナタリー・インブルーリア

ノウ・ザット・ユー・アー・マイ・レディ カレオ

Ｐｉｅｃｅ　Ｏｆ　Ｍｙ　Ｗｉｓｈ ギラ・ジルカ

スタンド・バイ ソフィー・セルマーニ

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

ザ・ワールド・スピンズ・オン ディラン・モンドグリーン

キャッスルズ・メイド・オブ・サンド フェザー・アンド・ダウン

ニーザー・オールド・ノーア・ヤング ジェシー・ハリス

フィッシーズ バーブラ・リカ

フットボール・キッズ クラブ・エイト

エイント・ギヴィン・アップ リーサ

メモリーズ タイマネ・ガードナー

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

シャク・ジュール ゴールディー

フォワーズ フィオナ・ビーヴァン

スクール サン・シスコ

リヴィング・アップサイド・ダウン ジ・オーディアンズ

ラヴ・ミー・ビフォア・アイ・リーヴ ジ・オーディアンズ

サンレイ ロージー・ブラウン

ビューティフル・ラヴ マイロン＆ザ・ワークス

レット・ゴー クリス・ベリー＆パークィジット

エンドレス・ストリート スー・ゲルガー

ロウルデス 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

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

リーン・オン ベッカ・スティーヴンス

クラリティ ジョン・メイヤー

キス・ミー シックスペンス・ノン・ザ・リッチャー

ホワット・ディス・クッド・ビー アンバー・オジェダ

スプリング ヘザー・リグトン

讃歌 ナー・オゼッチ、ゼー・ミゲル・ヴィズニキ

ハーモニー・トゥ・マイ・ハートビート サリー・セルトマン

サンライト クインティン・ホリ

アゲイン＆アゲイン ザ・バード＆ザ・ビー

ラヴ・ラヴ・ラヴ 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

サニー・デイ パトリーナ・モリス

ディス・イズ・ザ・プレイス スザンナ・ホフス

サイキック・リーダー バッド・バッド・ハッツ

メルティング・グリッド ジュリー・バーン

ア・ハウス・イズ・ア・ホーム ベン＆エレン・ハーパー

ソー・サブライム ベス・ロウリー

フォー・アナザー・デイ ニッキー

サウザンド・マイルズ ヴァネッサ・カールトン

ア・ステップ・ユー・キャント・テイク・バック キーラ・ナイトレイ

ホース・プリント・ドレス コリーヌ・ベイリー・レイ

ピンク・ムーン ニック・ドレイク

輝く太陽 ヘイリー・ロレン

ラヴィン、タッチン、スクイージン マリノ

涙の別れ道 ショーン・ナアウアオ

ソー・マッチ・ベター ウーター・ヘメル・フィーチャリング・ラッキー・テープス

モダン・ロマンス サーシャ・ダブソン

クー・クー ムッシュ・ペリネ

レット・イット・ビー・ミー グレーター・アレクサンダー

ネヴァー・メット・ミー ティーヴィー・ガール

ビルドザットウォール エイミー・マン

ブライト エコスミス

ユー・ジャスト・ドント・ノウ・ピープル ルーマー

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

2017/10/11～2017/10/24 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：69

TITLE ARTIST

ノー・フェア・アット・オール ジ・アソシエイション

５９ｔｈ・ストリート・ブリッジ・ソング（フィーリン・グルーヴィ） ハーパーズ・ビザール

エニシング・ゴーズ ハーパーズ・ビザール

ティー・フォー・スリー ヴォイセズ・イン・ラテン・フィーチャリング・バーバラ・ムーア

そよ風のキッス チャド＆ジェレミー

ホワット・ドゥ・ユー・シンク・オブ・ミー ジョン・ブロムリー

君がいる限り トム・スプリングフィールド

ダウン・アット・ルル オハイオ・エクスプレス

遅い彼女 オハイオ・エクスプレス

メアジー・ドーツ イノセンス

アイ・ドント・ワナ・ビー・アラウンド・ユー イノセンス

プロパー・オーナメンツ フリー・デザイン

ザ・ミンクス ザ・サークル

メイキン・マイ・マインド・アップ キャッチ２２

ソー・ナイス（サマー・サンバ） アーバーズ

アイム・フェザー バーバラ・ムーア

デイ・バイ・デイ ダイアナ・ジョージ・ウィズ・ザ・フィル・レンク・トリオ

ダディ ダイアナ・ジョージ・ウィズ・ザ・フィル・レンク・トリオ

ホワット・ドゥ・ユー・ドゥ・ホエン・ラヴ・ダイ？ ハーモニー・グラス

プリティ・ガール クリス・ホワイト

ホワット・エヴァー・ハップンド・トゥ・ミー ハイリー・ライクリー

ウィル・オールウェイズ・ビー・フレンズ ザ・ブレディ・バンチ

ソング・トゥ・ザ・マジック・フロッグ サジタリアス

アイム・ノット・リヴィング・ヒア サジタリアス

悲しみはぶっとばせ ザ・シルキー

地上の楽園 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

ミッドナイト・ブルース フランソワーズ・アルディ

ホエア・アー・ユー・ナウ クリス・モンテス

アイ・ファウンド・ラヴ フリー・デザイン

テイク・ア・ピクチャー マーゴ・ガーヤン

ビフォー・アンド・アフター チャド＆ジェレミー

去り行く今 チャド＆ジェレミー

ゼア・バット・フォー・フォーチュン チャド＆ジェレミー

アイ・ドント・ウォナ・ルーズ・ユー・ベイビー チャド＆ジェレミー

ミラー・メイズ・レディー ザ・マッチ

ゴーイン・バック ザ・バーズ

ダニエル・ドルフィン フリー・デザイン

ニュースを聞いたかい ジグソー

カイツ・アー・ファン ザ・フリー・デザイン

ピーター、ポール＆マリー ザ・フリー・デザイン

ウォーク・オン・バイ ビーチ・ボーイズ

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

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

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

クリエイターズ・オブ・レイン クロディーヌ・ロンジェ

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

オール・オブ・マイ・ラヴィン アルゾ＆ユーディーン

ポエット ウィ・ファイヴ

マイ・ベイビー・ラヴズ・ラヴィン（恋に恋して） ホワイト・プレインズ

パラレル・ラインズ ザ・ブラディ・バンチ

ゼア・イズ・ナッシング・モア・トゥ・セイ ザ・ブラディ・バンチ

マジック・ランド ラヴ・ジェネレーション

ブランディ（ダズント・リヴ・ヒア・エニモア） エイス・デイ

ビルディング・ウィズ・ア・スティープル エイス・デイ

アップル・パイは恋の味 ジェイ＆ザ・テクニークス

ワン・ウェイ・チケット ママ・キャス

待ちわびて ジグソー

ドント・エヴァー・ゴー ザ・サード・ウェーヴ

フォー・ザ・ラヴ・オブ・ア・レディ ブリーズ

ギヴ・ア・リトル・ラフター コパー・ニッケル

イッツ・ニュー・トゥ・ユー ザ・バガルーズ

ホワット・ドゥ・アイ・フィール ジャッキー＆ロイ

ソーサリト・ベイ スモーキー・アンド・ヒズ・シスター

アズ・アイ・シー・マイ・ライフ スティーヴ＆スティーヴィー

カム・ラン・ウィズ・ミー ヘヴン・バウンド・ウィズ・トニー・スコッティ

シーズ・トゥー・グッド・トゥ・ミー ポール・ウィリアムス

イット・ウォント・オルウェイズ・ビー・ザ・セイム ミレニウム

ウィル・ユー・エヴァー・シー・ミー サジタリアス



エクセルシオール

2017/10/11～2017/10/24 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：46

TITLE ARTIST

Ａ　Ｒｉｔａ Ｓａｍｂｏｓｓｅｒｏｓ

ハニー ヤング・ホルト・アンリミテッド

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

Ｇｕｒｕ　Ｒａｍ　Ｄａｓ 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

ザ・コーヒー・ソング ベティ・リー＆オンドレイ・ピヴェーツ・ニューヨーク・トリオ

エスターテ サーシャ

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

ジョン・セバスチャンズ・ガール（Ｒｅｖｉｓｉｔｅｄ　Ｂｙ　Ｋａｒｍｉｎｓｋｙ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　Ｉｎｃ．）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

シング 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

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

ホット＆コールド リーサ

トゥルーリー リーサ

こんな僕でよかったら リーサ

アイド・ラヴ・ユー ソーニャ・キッチェル

コモン・グラウンド ジュディ・ロバーツ

デジャ・ヴュ クリス・デランノ・アンド・アレックス・モレイラ

リトル・ハウス トーファー・モー

パンとコーヒー ジアナ・ヴィスカルヂ＆ミッヒ・フジシュカ

エ・オ・ムンド・ナォン・シ・アカボウ マルシア・ロペス

サイコー 松田美緒

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

ホエン・シー・ラヴド・ミー　ｆｅａｔ．　ティアニー・サットン ニュー・ウエスト・ギター・グループ

エヴリシング・イズ・カミング・トゥ・ザ・ライト グーギー・アンド・トム・コッポラ

３月の水 ステイシー・ケント

カーニヴァル パトリーナ・モリス

クロース・トゥ・ユー ｎｏｏｎ

トリステ サラ・マッケンジー

想いあふれて アンドレア・モティス

ホエン・ウィー・ダンス ルシアーナ・ソウザ

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

マイタ ドリス・モンテイロ

エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ

Ｖｏｃｅ　ａｂｕｓｏｕ ｃｈｉｅ

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

ヘイ・アリス．．．ザッツ・ア・グッド・イヤー ジョルジオ・トゥマ

サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ

ラヴ・イズ・エヴリシング ジェーン・シベリー

ショヴェンド・ナ・ホゼイラ－ダブル・レインボウ－ エマ・サロコスキー

ユリの花 ケイト・マクギャリー



エクセルシオール

2017/10/11～2017/10/24 17:00～19:00

SSW

総曲数：38

TITLE ARTIST

ポストヒューマスリー グローリーテラーズ

ニュー・Ｔ－シャツ グローリーテラーズ

ドメスティックス ザ・ロング・ロスト

オンリー・トゥリーズ ナタリア・ズッカーマン

ビシュズ・ハイドアウェイ リチャード・ナット

傘男 マロー

キャストアウェイ ディラン・モンドグリーン

ゴールデン・デイズ マーティン

エンジン・スモーク ジュリアン・プラス

アイ・ワナ・ダンス・ウィズ・サムバディ スコット・マシュー

サマータイム ポケットブックス

ザ・ソウル・シーリン ヴィレジャーズ

ストレイ・ドッグ ジェシー・ハリス

エヴリシング・アイヴ・ラーンド・アイ・ハヴ・フォーガットゥン アリー・カー

昨日の夜 ジュリー・ドワロン

うたがい グレゴリー・アンド・ザ・ホーク

ヒューマン・ハンズ バウアーバーズ

マクガイヴァー・ブルース マイ・リトル・ポニー

アイ・ウォント・ラヴ ジェロ

アイ・ワズ・ザ・サンシャイン マルコマルシェ

サンセット・ボーダーライン サンディ・トム

ウォンチャ・カム・ホーム Ｇ・ラヴ＆スペシャル・ソース

カム・ウィズ・ミー ドノヴァン・フランケンレイター

イット・ドント・マター ドノヴァン・フランケンレイター

ハウ・ディープ・イズ・ザット・リヴァー メイソン・ジェニングス

ホエン・アイ・ルック・アップ ジャック・ジョンソン

キープ・オン・ドライヴィング パハロ・サンライズ

ドリーム・オブ・ザ・パスト ジェシー・ハリス

ウィニング・ア・バトル、ルージング・ザ・ウォー キングス・オブ・コンヴィニエンス

ソング・ウイ・ロング トニー・コジネク

ラプト・アテンション ジーズ・トレイルズ

モーニング・アット・デイブレイク ブリーズ

プレイス・アイル・ネヴァー・ビー 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

ダンデライオン ザ・ブラック・アトランティック

ビッグ・ジャンプス エミリアナ・トリーニ

ア・ビューティフル・メス ジェイソン・ムラーズ

アイ・ノウ アリッサ・グラハム



エクセルシオール

2017/10/11～2017/10/24 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：46

TITLE ARTIST

ローズ ローズ

タ・ドゥールール カミーユ

ホワイ・ドゥ・フールズ・フォール・イン・ラヴ ケイト・フラー

チーク・トゥ・チーク ケイト・フラー

ハッピー・トーク カーリン・アリソン

ライド・ザット・サンビーム ウーター・ヘメル

ウォーク・オン・ザ・ワイルド・サイド 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

ハッピーな二人 リサ・エクダール

スウィート・サプライズ イレーヌ・ショグレン・クインテット

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

Ｓｉｎｇｅｒ　Ｓｏｎｇ　Ｗｒｉｔｅｒ Ｒｅｉｎａ　Ｋｉｔａｄａ

コーヒー・ショップ バーブラ・リカ

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

フィルズ・ボッサ レイチェル・グールド／チェット・ベイカー

リスペクト・ライフ トゥトゥ・プワネ

サンバ・サラヴァ ダイアナ・パントン

私だけの世界 ダイアナ・パントン

不思議の国のアリス ダイアナ・パントン

メドレー：ブラック・バード～バイバイ・ブラック・バード サラ・ガザレク

カム・イントゥー・ユア・オウン ブリア・スコンバーグ

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

コットン・クラウズ ジ・オーディアンズ

Ｍｍｍｍｍ ルース・ヨンカー

リトル・ハウス トーファー・モー

デンジャラス スウィートマウス

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

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

言って　して　キスして ジョー・バルビエリ

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

モーニング・パーソン ジョー・ローリー

チケット・トゥ・ライド マリーナ・モーテンソン

Ｏｐｅｒａ Ｓａｋａｉ　ａｓｕｋａ　ｆｅａｔ．　イダロン

ジャズ・シルヴァー・ムーンライト アンリ・サルヴァドール

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

チェンジング・オール・ゾーズ・チェンジズ マデリン・ペルー

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

ケル・テンポス・フェト－イル・ア・パリ アラン・ロマン

キープ・ウォッチ ウーター・ヘメル

ラ・ティエンダ・デ・ソンブレロス ムッシュ・ペリネ

ヴォセ ドム・ラ・ネーナ

アイ・アム・ブレスド ルーマー

オールド＆クレイジー（ＦＥＡＴ．エスペランサ） ブルーノ・マーズ

ダブル・レインボウ（薔薇に降る雨） ピンキー・ウィンターズ

花とミツバチ サラ・ガザレク


