
エクセルシオール

2019/05/08～2019/05/21 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：67

TITLE ARTIST

レ・ジュー・ソン・フェ ローズ

アム・アイ・フォーギヴン ルーマー

リメンバー・ザ・ベスト アラン・トーマス

ミー＆ミセス・ジョーンズ フレンドン・フェロー

サテライト ナタリー・インブルーリア

ピッツバーグ ウイリアム・フィッツシモンズ

オール・ヒズ・エックセズ シルヴィー・ルイス

オープニング・アップ・トゥ・ユー ローラ・アラン

アン・アクト・オブ・コントリション スペンサー・マクギリカッティー

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

スマイル ジョアン・ドナート

アイ・オールウェイズ・ソート・ザ・ワールド・ウッド・キャッチ・ユア・フォール ジェシー・ハリス

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 ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー

ジューン ステレオ・ヴィーナス・フィーチャリング・ルーマー

マシャブーム ライラ・ビアリ

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

ノー・ポエム イナラ・ジョージ

メモリーズ タイマネ・ガードナー

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

ザッツ・ハウ・アイ・ノウ 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

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

ノッサ・コパカバーナ ジョアン・サビア

燦然たる日々 ザ・マジック・シアター

僕の答え ザ・マジック・シアター

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

クラリティ ジョン・メイヤー

ブリーズ アンナ・ナリック

Ｐａ－ｔａ－ｔｉ　Ｐａ－ｔａ－ｔａ Ｙｕｓｕｋｅ　Ｓａｔｏ　ｆｅａｔ　Ｍａｉｋａ　Ｌｅｂｏｕｔｅｔ　ａｎｄ　ｊａｎ．

ラヴ・ラヴ・ラヴ トリスタン・プリティマン

ホエア・ダート・アンド・ウォーター・コライド ザ・ホワイト・バッファロー

ホワット・アム・アイ・トゥ・ユー ノラ・ジョーンズ

クイット・ユー トリスタン・プリティマン

ワン・デイ スザンナ・ホフス

フィル・ユア・ブレインズ ハリソン・ブローム

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

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

エヴリデイ サウサリート・フォックストロット

キス・バイ・キス エミリア

ベター・トゥゲザー ジャック・ジョンソン

ブロークン ジャック・ジョンソン・アンド・フレンズ

ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー

エリ・イ・エラ マルコス・ヴァーリ

輝く太陽 ヘイリー・ロレン

イントゥ・ザ・ワールド ヘイリー・アンド・ザ・ムーン～フィーチャリング・ヘイリー・ロレン

アイ・ウィル・ラヴ・ミー ケリ・ノーブル

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

ソング・ウイ・ロング トニー・コジネク

オン・トゥー・オケイションズ クール・エレヴェイション

ケイトリンズ・オン・ザ・ビーチ ザ・シンプル・カーニヴァル

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

フォクシーズ・ドント・ライ ジョルジオ・トゥマ

ネヴァー・メット・ミー ティーヴィー・ガール

サラウンド・ユー エコスミス

ユー・ジャスト・ドント・ノウ・ピープル ルーマー

ベスト・ショット バーディー・アンド・ジェイムズ・ヤング

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

2019/05/08～2019/05/21 11:00～14:00

Soft Rock

総曲数：70

TITLE ARTIST

ノー・フェア・アット・オール ジ・アソシエイション

ウィンディ ジ・アソシエイション

カム・トゥ・ザ・サンシャイン 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

アイ・キャント・ゴー・オン・リヴィング ニノ・テンポ＆エイプリル・スティーヴンス

イフ・シー・ワズ・マイン チャド＆ジェレミー

リトル・レスリー アラン・ボウン

サウサリート オハイオ・エクスプレス

アイ・ビリーヴ・イン・ハー トレイドウィンズ

オール・アイ・ドゥ・イズ・シンク・アバウト・ユー イノセンス

カイツ・アー・ファン フリー・デザイン

クロース・ユア・マウス フリー・デザイン

ザ・ミュージック・ボックス ドン・アンド・ザ・グッドタイムス

ドント・リッスン キャッチ２２

ザッツ・ノット・ミー ビーチ・ボーイズ

アイ・シンク・アイ・ノウ・ヒム トゥイン・コネクション

ハッピネス ジョージィ・フェイム

ディス・ガールズ・イン・ラヴ・ウィズ・ユー 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

ヴァン・リングル・マンゴ（Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ’　Ｍｉｘ） デイヴ・フリッシュバーグ

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

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

カルテット・Ｎｏ．６・イン・Ｄ・マイナー フリー・デザイン

ライク・トゥ・ラヴ フリー・デザイン

ホワット・ドゥ・ユー・ウォント・ウィズ・ミー チャド＆ジェレミー

ドント・メイク・ミー・ドゥ・イット 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

ネヴァー・テル・ザ・ワールド ザ・フリー・デザイン

カナダ・イン・スプリングタイム ザ・フリー・デザイン

アナ・リー、ザ・ヒーラー ビーチ・ボーイズ

エヴリシング・イズ・サンシャイン（君はサンシャイン） ザ・ホリーズ

アット・マイ・ウィンドウ ビーチ・ボーイズ

オン・ア・ビューティフル・デイ サンシャイン・カンパニー

フライ・ミー・トゥ・ザ・ムーン サンドパイパーズ

アウト＆アバウト トミー・ボイス＆ボビー・ハート

愛しの伯爵夫人 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

イン・ア・モーメント・オブ・マッドネス ホワイト・プレインズ

ジュリー・アン ホワイト・プレインズ

レット・ザ・グッド・タイムズ・イン ラヴ・ジェネレーション

ストーミー クラシックス・フォー

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

アイ・ビリーヴ・イン・マジック 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

可愛いおまえ サンドパイパーズ

ザ・ドリフター ロジャー・ニコルズ＆ア・スモール・サークル・オブ・フレンズ

グッド・デイ・サンシャイン クロディーヌ・ロンジェ

デイ・トリッパー セルジオ・メンデス＆ブラジル’６６

パトリシア ゲイリー・マクファーランド／ピーター・スミス

ライス・イズ・ナイス レモン・パイパーズ

オン・ザ・ボムサイト ダンカン・ブラウン

ミー・アバウト・ユー ザ・モジョ・メン

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

ザ・センシズ・オブ・アワ・ワールド ザ・バガルーズ

イッツ・ニュー・トゥ・ユー ザ・バガルーズ

ニャ・ニャ・ニャ・ニャ・ニャ 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

光ある世界へ ポール・ウィリアムス

ドリフター ハーパース・ビザール

サムデイ・マン ポール・ウィリアムス

ジ・ウェイス・アイ・ラヴ・ユー ミレニウム

キャン・ユー・シー ミレニウム

セシリー サンディ・サリスベリー

キャンディ・キッシズ サンディ・サリスベリー

バック・ホエア・ユー・ビロング サンディ・サリスベリー



エクセルシオール

2019/05/08～2019/05/21 17:00～19:00

SSW

総曲数：35

TITLE ARTIST

ファントム・カウボーイ ジュディ・シル

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

ワン・デイ シャロン・ヴァン・エッテン

ディキシー アイ・アム・ダイヴ

ブレイクズ・ヴュー Ｍ・ウォード

Ｉｎｎａｎ　Ｄｕ　Ｇａｒ テレサ・アンダーソン・フィーチャリング・アネ・ブラン

レベル・レベル セウ・ジョルジ

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

傘男 マロー

ア・ニュー・デイ クリアキン

メアリー チルドレンズ・アワー

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

ア・スマイル・ウィル・テイク・ユー・ファー ヨハン・クリスター・シュッツ

サムプレイス・ノーホエアー ヘイリー・セールズ

キャンディ・バー・キラー シモーン・ホワイト

ノーネーム・＃２ エリオット・スミス

鈴のような声 グレゴリー・アンド・ザ・ホーク

ア・グッド・ライフ エリオット・レイニー

エヴリ・リヴィング・パート アラン・ハンプトン

ウォント アラン・ハンプトン

ダウン ドノヴァン・フランケンレイター

レバノン・テネエシー ロン・セクスミス

ミー・イン・ユー キングス・オブ・コンビニエンス

トラフィック・イン・ザ・スカイ ジャック・ジョンソン

ミッドナイト・ボトル コルビー・キャレイ

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

マイ・ローラーコースター キミヤ・ドーソン

ザ・ドライング・オブ・ザ・ローンズ ザ・トールスト・マン・オン・アース

デッド・ライト サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン

コンセプト・オブ・チャンス ホリー・コンラン

カント・カジュアル ジョン・ピザレリ

ディス・ハッピー・マッドネス ジョン・ピザレリ

クァンド、クァンド、クァンド ウィンタープレイ

ネヴァー・ダイ・ヤング 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

イッツ・ア・ビューティフル・ゲーム ザ・キャバリエズ

マッチスティック スワン・ダイヴ

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

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

2019/05/08～2019/05/21 17:00～19:00

SSW

総曲数：35

TITLE ARTIST

ファントム・カウボーイ ジュディ・シル

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

ワン・デイ シャロン・ヴァン・エッテン

ディキシー アイ・アム・ダイヴ

ブレイクズ・ヴュー Ｍ・ウォード

Ｉｎｎａｎ　Ｄｕ　Ｇａｒ テレサ・アンダーソン・フィーチャリング・アネ・ブラン

レベル・レベル セウ・ジョルジ

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

傘男 マロー

ア・ニュー・デイ クリアキン

メアリー チルドレンズ・アワー

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

ア・スマイル・ウィル・テイク・ユー・ファー ヨハン・クリスター・シュッツ

サムプレイス・ノーホエアー ヘイリー・セールズ

キャンディ・バー・キラー シモーン・ホワイト

ノーネーム・＃２ エリオット・スミス

鈴のような声 グレゴリー・アンド・ザ・ホーク

ア・グッド・ライフ エリオット・レイニー

エヴリ・リヴィング・パート アラン・ハンプトン

ウォント アラン・ハンプトン

ダウン ドノヴァン・フランケンレイター

レバノン・テネエシー ロン・セクスミス

ミー・イン・ユー キングス・オブ・コンビニエンス

トラフィック・イン・ザ・スカイ ジャック・ジョンソン

ミッドナイト・ボトル コルビー・キャレイ

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

マイ・ローラーコースター キミヤ・ドーソン

ザ・ドライング・オブ・ザ・ローンズ ザ・トールスト・マン・オン・アース

デッド・ライト サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン

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

2019/05/08～2019/05/21 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：45

TITLE ARTIST

飾りのついた四輪馬車 カーリン・アリソン

ワルツ・フォー・デビー ニコレッタ・セーケ

愛の痛み エンゾ・エンゾ

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

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

アップ・オン・ザ・ルーフ フランシアン・ファン・タイネン

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

サンバ・サラヴァ ダイアナ・パントン

おいしい水 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

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

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

あるがまま ジョー・バルビエリ

アイ・ガット・リズム 小林桂

ビコーズ・イッツ・ユー マルティエ・マイヤー

リ－イマジン ブレンダ・ニコル・モーラー

ハッピー・サンバ マーク・マーフィー＆ルイス・ヴァン・ダイク・トリオ

サイドⅡサイド リチャード・スペイヴン

スティル・ホールド・ア・ライト ザ・マジック・シアター

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

ウィチタ・ラインマン ニュー・ウエスト・ギター・グループ

ユニーク・トゥリー ザ・ナルコレプティック・ダンサーズ

素晴らしき恋人たち ナンシー・ウィルソン

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

トゥー・カイツ ジョン・ピザレリ

シンギング・イン・マイ・ソウル リズ・ライト

セーフ・イン・ジ・アームズ・オブ・ラヴ ジェイムソン・ロス

ホース・プリント・ドレス コリーヌ・ベイリー・レイ

イッツ・ア・モスト・アンユージュアル・デイ ビヴァリー・ケニー

サニー・デイズ シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

二人でお茶を シリル・エイミ＆ディエゴ・フィゲレイド

ラヴリー・デイ リー・リトナー

ベッチャ・バイ・ゴーリー・ワウ スリー・プラス

スマイル 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

ピッツァ・アンド・ピンボール ルーマー

ダウン・ウィズ・ラヴ サラ・ガザレク


