
エクセルシオール

2019/03/13～2019/03/26 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：65

TITLE ARTIST

イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー

テイク・オン・ミー アニー・Ｂ・スウィート

サテライト 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

オープニング・アップ・トゥ・ユー ローラ・アラン

アイ・ゲット・ア・キック・アウト・オブ・ユー バーブラ・リカ

ハイド・アンド・シーク スペンサー・マクギリカッティー

スマイル ジョアン・ドナート

バット・ノット・フォー・ミー ジョアン・ドナート

フォーゲット・イット・ハプンド・ディス・ウェイ ジェシー・ハリス

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

フード・ソング バーブラ・リカ

ザ・パーク サンバサダー

フォーエヴァー・マイン ランディー・ロレンゾ

エイント・ギヴィン・アップ リーサ

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

ラヴ・ミー・ビフォア・アイ・リーヴ ジ・オーディアンズ

ユア・スマイル ジ・オーディアンズ

オーディナリー・マン ティム・トレファーズ

フェリス・ホイール ミシェル・シャプロウ

ザッツ・ハウ・アイ・ノウ マイロン＆ザ・ワークス

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

セイ・グッバイ アーランド・オイエ

レインマン アーランド・オイエ

ノッサ・コパカバーナ ジョアン・サビア

ハイヤー・ラヴ ベッカ・スティーヴンス・バンド

燦然たる日々 ザ・マジック・シアター

クピド・エ・ステュピド／キューピッド＆ステューピッド オースティン

ムーヴィーメイカーズ・フィクション スー・ゲルガー

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

マイ・ディア・フレンド カーリー・ジラフ

ストップ・ディス・トレイン ジョン・メイヤー

チェンジズ サラ・マクラクラン

ブロークン・ウィングス グーギー・アンド・トム・コッポラ

クラリティ ジョン・メイヤー

ユー・リトル・ディシートフル・ユー マリーナ・モーテンソン

トゥー・ダヴズ レイチェル・ブロットマン

スプリング ヘザー・リグトン

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

ラヴ・イン・ザ・ライズ エイモス・リー

フェイラー キングス・オブ・コンヴィニエンス

クイット・ユー トリスタン・プリティマン

サイキック・リーダー バッド・バッド・ハッツ

リーフ・オフ／ザ・ケイヴ ホセ・ゴンザレス

メルティング・グリッド ジュリー・バーン

ネヴァー・メイク・イット・オン・タイム ニッキー

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

ブロークン ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ

ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス

輝く太陽 ヘイリー・ロレン

ハウ・トゥ・ディスマントル・ア・ライフ ヘイリー・ロレン

オール・アタッチト ジャスティン・ヤング

ノー・ワン・ゼア ティアゴ・イオルク

コンクリート・ヴァイブズ ウックラ・ザ・モック

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

ポジティヴ・ラヴ グレーター・アレクサンダー

ウォン・ア・リトル・ピース・オブ・マイ・ハート グレーター・アレクサンダー

モウド・ホープ ジョルジオ・トゥマ

スルー・ユア・ハンズ・ラヴ・キャン・シャイン ジョルジオ・トゥマ

アイム・ユアーズ ジェイソン・ムラーズ

ブライト エコスミス

ガールズ・ジャスト・ウォント・トゥ・ハヴ・ファン スターファッカー



エクセルシオール

2019/03/13～2019/03/26 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：68

TITLE ARTIST

ウィンディ ジ・アソシエイション

ハッピーランド ハーパーズ・ビザール

イフ・シー・ワズ・マイン チャド＆ジェレミー

ライク・アイ・ラヴ・ユー・トゥデイ チャド＆ジェレミー

リトル・レスリー アラン・ボウン

愛の仲間達 ザ・フィフス・ディメンション

リトル・ガール オハイオ・エクスプレス

サウサリート オハイオ・エクスプレス

オール・アイ・ドゥ・イズ・シンク・アバウト・ユー イノセンス

ルッキン・フォー・ユー アルゾ

サムシング・トゥ・リヴ・フォー ソルト・ウォーター・タフィー

サイモン・セッズ １９１０フルーツガム・カンパニー

カイツ・アー・ファン フリー・デザイン

ザ・ワールズ・ゲッティング・スモーラー キャッチ２２

１００，０００・イヤーズ キャッチ２２

珊瑚礁の彼方 岡崎広志とスターゲイザーズ　ｗｉｔｈ　伊集加代子

ザッツ・ノット・ミー ビーチ・ボーイズ

ヒア・トゥデイ ビーチ・ボーイズ

デイ・バイ・デイ ジョー・クルス＆ザ・クルゼッテス

ダディ ダイアナ・ジョージ・ウィズ・ザ・フィル・レンク・トリオ

サマー・サッドネス トゥイン・コネクション

アイ・フェル ザ・フォー・キング・カズンズ

人生最良の日 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

ティル・ザ・モーニング・カムズ フランソワーズ・アルディ

フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン クリス・モンテス

サニー クリス・モンテス

ジャスト・フレンズ クリス・モンテス

イパネマの娘 クリス・モンテス

トラスト ロジャー・ニコルズ＆ア・スモール・サークル・オブ・フレンズ

ライク・トゥ・ラヴ フリー・デザイン

キャン・ユー・テル マーゴ・ガーヤン

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

タイム ザ・マッチ

ゴーイン・バック ザ・バーズ

ビジー・ドゥーイン・ナッシン ビーチ・ボーイズ

フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン サンドパイパーズ

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

デイ・アフター・デイ ザ・ブラディ・バンチ

ディス・ルーム アルゾ＆ユーディーン

アウト＆アバウト トミー・ボイス＆ボビー・ハート

ポエット ウィ・ファイヴ

オープン・ハイウェイ パンチ

ティエア・リー アラン・コープランド・シンガーズ

バロック・ア・ノヴァ アラン・コープランド・シンガーズ

ストーミー クラシックス・フォー

１９９９（Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｓｔｅｒｅｏ　Ｍｉｘ） ニルヴァーナＵＫ

リプリーズ：スルー・スプレイ・カラード・グラス ディノ、デジ＆ビリー

オール・マイ・ラヴィング サンドパイパーズ

ホエンス・アイ・メイク・ジー・マイン ジ・イノセンス

ライス・イズ・ナイス レモン・パイパーズ

キャスト・ユア・フェイト・トゥ・ザ・ウィンド ハーグッド・ハーディ＆モンタージュ

ユーアー・ヒア ハーグッド・ハーディ＆モンタージュ

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

ウォーリード・アバウト・ユー ノーザン・ライツ

ザ・センシズ・オブ・アワ・ワールド ザ・バガルーズ

フォー・ア・フレンド ザ・バガルーズ

レディ・マドンナ ジャッキー＆ロイ

シャイン 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

イッツ・ガッタ・ビー・リアル ジ・アソシエイション

恋はちょっぴり ザ・モンキーズ

ドリフター ハーパース・ビザール

トゥ・ビー・コンティニュード ネオン・フィルハーモニック

イパネマの娘 ケニー・ランキン

キャン・ユー・シー ミレニウム

ウィル・ユー・エヴァー・シー・ミー サジタリアス

ワンダーランド ミューチュアル・アンダースタンディング



エクセルシオール

2019/03/13～2019/03/26 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：46

TITLE ARTIST

今日 ジュディット・ネッデルマン

マイ・ハート・セッド エミリー・ヤンシー

チン・チン（乾杯） 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

Ｔｈｅ　Ｂｏｙ　Ｆｒｏｍ　Ｉｐａｎｅｍａ ギラ・ジルカ

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

ザ・テレフォン・ソング 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

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

遅くなったらごめんなさい 吉田慶子

ホット＆コールド リーサ

Ｉ　Ｌｉｋｅ　Ｉｔ Ｔｈｅ　Ｒｅａｌ　Ｊａｚｚ　Ｔｒｉｂｅ

アイド・ラヴ・ユー ソーニャ・キッチェル

ミーニャ・カーマ アナ・クラウヂア・ロメリーノ

セレブレイション・オブ・ザ・サンライズ セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６

愛は吐息のように キャロル＆ゼッカ・ロドリゲス

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

セプテンバー ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

エ・オ・ムンド・ナォン・シ・アカボウ マルシア・ロペス

フロール・ヂ・リス グレッチェン・パーラト

Ｓｅｎｊａ　Ｄａｎ　Ｍｅｎｔａｒｉ マルコマルシェ

舟なきものは水の中に ゼ・マノエウ

アフリカ悲歌 ビーア

ジュークボックスのバラード エリック・ギィユトン

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

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

ルアンヌ モアシル・サントス

ラヴィン・ユー ダイアン・リーヴス

ヴァージニア・ムーン フー・ファイターズ・フィーチャリング・ノラ・ジョーンズ

ヒューマン・ネイチャー トレインチャ

レット・イット・キャリー・ユー ホセ・ゴンザレス

ガチョウのサンバ イリアーヌ・イリアス

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

ネヴァー・ダイ・ヤング ルシアーナ・ソウザ

ホエン・ウィー・ダンス ルシアーナ・ソウザ

ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー

フォー・ノー・ワン カエターノ・ヴェローゾ

Ｖｏｃｅ　ａｂｕｓｏｕ ｃｈｉｅ

マッチスティック 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

エール・ア・ダーゼ ザ・ペンギン・カフェ・オーケストラ

サンビーニャ ドム・ラ・ネーナ

ユリの花 ケイト・マクギャリー

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

2019/03/13～2019/03/26 17:00～19:00

SSW

総曲数：32

TITLE ARTIST

シー・ウォーク・アット・スリー・ウィズ・ア・サンピング・ハート：シー・ハッド・ドリームド・ワンス・モア・オブ・ザ・ナイト・ゼイ・メット（１９ｔｈ・オブ・メイ、１９２８、シャトー・ドゥ・シャアリ、・・・ グランド・サルヴォ

アズ・ザ・シャドウズ・フォーム ザ・レジャー・ソサエティ

ブルース・ラン・ザ・ゲーム ヘッドレス・ヒーローズ

ノット・マッチ・ライムズ・ウィズ・エヴリシングズ・オーサム・アット・オール・タイムズ サン・キル・ムーン

オールモスト・オーヴァー イーサ・デイヴィス

傘男 マロー

ア・ニュー・デイ クリアキン

カム・トゥモロウ ディラン・モンドグリーン

ザ・ハート・イズ・ア・マッスル ディラン・モンドグリーン

アイ・ドント・ゲイズ・アット・ザ・スカイ・フォー・ロング ピーター・モーレン

ヴァラー タマス・ウェルズ

トゥルー・ビリーヴァーズ タマス・ウェルズ

ザ・ノーザン・ライツ タマス・ウェルズ

ロングショア・ドリフト エミリー・スコット

Ａｌｔｏｇｅｔｈｅｒ　Ａｌｏｎｅ ディー・Ｃ・リー

サムプレイス・ノーホエアー ヘイリー・セールズ

カシミール・プラスキ・デイ スフィアン・スティーヴンス

ルシディティ ロージー・ブラウン

ボーツ＆バーズ グレゴリー・アンド・ザ・ホーク

ウォント アラン・ハンプトン

ジ・アート・オブ・クルーエルティ リオ

サム・ジャーニー スザンヌ・ヴェガ

ドント・ビリーヴ・ア・シング・アイ・セイ ジャック・ジョンソン

ノー・グッド・ウィズ・フェイセズ ジャック・ジョンソン

ステイ・アウト・オブ・トラブル キングス・オブ・コンヴィニエンス

ゴーン ブルー・ライト

ナッシング・ウィル・エヴァー・アズ・グッド ザ・シンプル・カーニヴァル

ユー・ジャンプ・ファースト ザ・シンプル・カーニヴァル

マイ・ローラーコースター キミヤ・ドーソン

セイム・スピード サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン

ホームレスシップ リトル・ウィングズ

コンセプト・オブ・チャンス ホリー・コンラン



エクセルシオール

2019/03/13～2019/03/26 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：47

TITLE ARTIST

クレイジー・リトル・シング・コールド・ラヴ クリス・デランノ

イフ・アイ・ワズ・トゥ・ディスクライブ・ユー モニカ・リドケ

ダ・ダン・ダ・フィーチャリング・スナーキー・パピー シャンテ・カン

ワルツ・フォー・デビー ニコレッタ・セーケ

リージア エヂソン・フレデリコ

ハッピーな二人 リサ・エクダール

ユーヴ・ガット・サムシング・アイ・ウォント ブロッサム・ディアリー

Ｍｙ　Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｔｈｉｎｇｓ ギラ・ジルカ

ザ・ダンス クレム

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・イン・リズム フランシーン

イレーネ ローズ・メルバーグ

二つの愛 アワ

ザ・フィッシュ ダスコ・ゴイコヴィッチ

サンバ・サラヴァ ダイアナ・パントン

ディス・ハッピー・マッドネス ダイアナ・パントン

キャント・ウィー・トーク・イット・オーヴァー 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

酒とバラの日々 小林桂

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

イーニー・ミーニー・マーニー・モー オマー

ロージズ・オール・ザ・ウェイ ルース・ヨンカー

ミー・アンド・ユー ルース・ヨンカー

マイン ルース・ヨンカー

キッス・フロム・ア・ローズ ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

ゲット・バック ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

ホエン・アバウト・トゥ・リーヴ ソフィア・ピーターソン

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

ブレイド・オブ・グラス スー・ゲルガー

プリティ・ガール スー・ゲルガー

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

ウィチタ・ラインマン ニュー・ウエスト・ギター・グループ

ムーヴィング・オン・アンド・ゲッティング・オーヴァー ジョン・メイヤー

素晴らしき恋人たち ナンシー・ウィルソン

サンダリア・デラ デューク・ピアソン

レット・イット・キャリー・ユー ホセ・ゴンザレス

青春の光と影 ブロッサム・ディアリー

アイム・オールド・ファッションド サラ・マッケンジー

モーニング・サン メロディ・ガルドー

ホース・プリント・ドレス コリーヌ・ベイリー・レイ

ピグマリアオ・７０ ウマス＆オウトラス

リアリー・ラヴ ディアンジェロ＆ザ・ヴァンガード

サニー・デイズ シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

アイ・ユースト・トゥ・ビー・カラーブラインド ジェーン・モンハイト

あなたを思っても エミ・マイヤー

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


