
エクセルシオール

2019/06/12～2019/06/25 07:00～11:00

Acoustic Pops

総曲数：66

TITLE ARTIST

レ・ジュー・ソン・フェ ローズ

イフ・ザ・スターズ・ワー・マイン メロディ・ガルドー

アム・アイ・フォーギヴン ルーマー

ノウ・ザット・ユー・アー・マイ・レディ カレオ

アイ・ハッド・トゥ・キャリー・ハー（ヴァージニアス・ソング） 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

イエス・アイ・ドゥ ローラ・アラン

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

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・マター・オブ・タイム ジェシー・ハリス

サム・ネームレス・デイズ イマジナリー・フューチャー

ライク・サムワン・イン・ラヴ 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

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

ラングエッジ・オブ・ザ・ハート ブライアン・ケスラー

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

ホワット・ユー・ウォント ヘイリー・セールズ

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

ハウ・ビューティフル ドナ・レジーナ

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

ラヴ・ラヴ・ラヴ トリスタン・プリティマン

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

リメンバー・アワ・ラヴ ホセ・ジェイムズ

ネヴァー・メイク・イット・オン・タイム ニッキー

アイ・スリュー・イット・オール・アウェイ マデリン・ペルー

ヘイ・スティーブン テイラー・スウィフト

ザ・ベスト・デイ テイラー・スウィフト

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

ブリエル スカイ・セーリング

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

フォー・ノー・ワン カエターノ・ヴェローゾ

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

ブラックベリー・ストリート ベニー・シングス・フィーチャリング・ウリタ

アイ・ウィル・ラヴ・ミー ケリ・ノーブル

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

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

ケイトリンズ・オン・ザ・ビーチ ザ・シンプル・カーニヴァル

オートマチック・ハイ ダリル・ウェジー

フォクシーズ・ドント・ライ ジョルジオ・トゥマ

ビルドザットウォール エイミー・マン

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

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

2019/06/12～2019/06/25 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

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

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

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

ザ・ワールズ・ゲッティング・スモーラー キャッチ２２

ドント・リッスン キャッチ２２

ハピネス・ソング ビリー・ニコルス

リーチ・アウト・フォー・ミー 岡崎広志とスターゲイザーズ

ザッツ・ノット・ミー ビーチ・ボーイズ

スループ・ジョン・Ｂ ビーチ・ボーイズ

記憶のかなたに ハウディ・ムーン

Ｍｒｓ．リッチー ハーモニー・グラス

イッツ・マッチ・トゥー・レイト トニー・リヴァース

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

悲しみはぶっとばせ ザ・シルキー

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

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

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

ア・リーフ・ハズ・ヴェインズ フリー・デザイン

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

サムワン・アイ・ノウ マーゴ・ガーヤン

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

ゴーイン・バック ザ・バーズ

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

アット・マイ・ウィンドウ ビーチ・ボーイズ

ヘイ・ヘイ・ヘイ・シーズ・ＯＫ アルゾ＆ユーディーン

愛しの伯爵夫人 トミー・ボイス＆ボビー・ハート

スモール・ワールド 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

サニー、ハニー・ガール ホワイト・プレインズ

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

アップル・パイは恋の味 ジェイ＆ザ・テクニークス

インタールード：ライク・ザ・ウィンド・アンド・シー ディノ、デジ＆ビリー

ワン・ウェイ・チケット ママ・キャス

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

パトリシア ゲイリー・マクファーランド／ピーター・スミス

オン・ザ・ボムサイト ダンカン・ブラウン

フラワー・オブ・ラヴ ザ・モジョ・メン

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

ニャ・ニャ・ニャ・ニャ・ニャ ザ・バガルーズ

サクラメント 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

シェア・ウィズ・ミー カート・ベッチャー

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

ソー・クロース・トゥ・ヘヴン 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

サンホセへの道 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

2019/06/12～2019/06/25 14:00～17:00

Slow Bossa Nova

総曲数：51

TITLE ARTIST

お別れ（ｗｉｔｈ　コエトゥス） ジュディット・ネッデルマン

ハニー ヤング・ホルト・アンリミテッド

アオ・アミーゴ・トム（親愛なるトムへ） ロザリア・デ・ソーザ

キラー・クイーン ヘナータ・ジェバラ

チン・チン（乾杯） ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート

マーナ ヘナート・モタ＆パトリシア・ロバート

Ｔｈｅ　Ｂｏｙ　Ｆｒｏｍ　Ｉｐａｎｅｍａ ギラ・ジルカ

イパネマの娘 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

スパニッシュ・ハーレム ジャネット・サイデル

トゥー・マーヴェラス・フォー・ワーズ ウェンディ・モートン

ぴったりの恋 吉田慶子

ナイト・アンド・デイ 小林桂

コーロ・ド・ムンド アナ・クラウヂア・ロメリーノ

ミーニャ・カーマ アナ・クラウヂア・ロメリーノ

デジャ・ヴュ クリス・デランノ・アンド・アレックス・モレイラ

スマイル ウィキッド・ジャズ・コネクション

アンフォーゲッタブル アンソニー・ストロング

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

可愛いアイシャ クリス・デラノ

サンバ・サラヴァ ステイシー・ケント

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

アテ・ナォン・マイス アドリアーナ・マシエル・ウィズ・スペシャル・ゲスト・ヴィトール・ラミル

サンバ・ドス・アニマイス アドリアーナ・マシエル

オウトロ・カミーニョ カチア

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

ジュークボックスのバラード エリック・ギィユトン

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

ウン・ウオーモ・エ・ウナ・ドンナ アンジェリカ

Ｍｉｄｎｉｇｈｔ　ａｔ　Ｏａｓｉｓ Ｌｕｍｉｅｒｅ

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

メルティッド パトリーナ・モリス

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

ガチョウのサンバ 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

ル・ヴォヤージズ ジャンヌ・モロー

Ｖｏｃｅ　ａｂｕｓｏｕ ｃｈｉｅ

酒とバラの日々 Ａｎｎ　Ｓａｌｌｙ

イッツ・ア・ビューティフル・ゲーム ザ・キャバリエズ

エール・ア・ダーゼ ザ・ペンギン・カフェ・オーケストラ

ウン・アシデンチ・ソー パウロ・ムニツ

ヴォセ ドム・ラ・ネーナ

うららかな日々 エマ・サロコスキー

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

テザード リンカーン・ブライニー



エクセルシオール

2019/06/12～2019/06/25 17:00～19:00

SSW

総曲数：37

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

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

シーズ・ゴット・ザ・タイム ニュートン・フォークナー

レベル・レベル セウ・ジョルジ

ビシュズ・ハイドアウェイ リチャード・ナット

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

サンデイ・モーニング・バーズ（シンギン・ハレルヤ） パハロ・サンライズ

エヴリシング・アイ・アム・イズ・ユアズ ヴィレジャーズ

オール・ユア・デイズ ジェシー・ハリス

イン・ザ・サンシャイン ガール・ウィズ・ザ・ガン

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

シャープ・ブライアー ジ・アメリカン・アナログ・セット

サムプレイス・ノーホエアー ヘイリー・セールズ

ルシディティ ロージー・ブラウン

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

Ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　Ｒａｉｎｂｏｗ Ｐｒｅｄａｗｎ

ダウン ドノヴァン・フランケンレイター

ワールド オータム・ディフェンス

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

イフ・ユー・ステイ リチャード・ジュリアン

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

ハングリー・ハート パハロ・サンライズ

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

ニュー・デイ サムワン・スティル・ラヴズ・ユー・ボリス・エリツィン

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



エクセルシオール

2019/06/12～2019/06/25 19:00～22:00

Salon Jazz Vocal

総曲数：48

TITLE ARTIST

飾りのついた四輪馬車 カーリン・アリソン

ステイ ロビン・マッケル

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

サン・ローズ リサ・エクダール

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

アイム・ヒップ ブロッサム・ディアリー

ジャスト・ワン・オブ・ドウズ・シングス キャロル・ウェルスマン

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

ヴェディ・ディ・サペール・カンタール シュガーパイ＆ザ・キャンディメン

男と女 ジャネット・サイデル

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

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

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

コットン・クラウズ ジ・オーディアンズ

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

メモリー マルシナ・アーノルド

ロージズ・オール・ザ・ウェイ ルース・ヨンカー

スティル・ホールド・ア・ライト ザ・マジック・シアター

ゲット・バック ダニ＆デボラ・グルジェル・クアルテート

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

アローン・アゲイン、ナチュラリー スス・フォン・アーン

ミッシング・ユー パトリーナ・モリス

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

ホース・プリント・ドレス コリーヌ・ベイリー・レイ

ハヴント・ウィ・メット？ ケニー・ランキン

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

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

アイム・ビギニング・トゥ・シー・ザ・ライト カレン・ソウサ

ベッチャ・バイ・ゴーリー・ワウ スリー・プラス

ルプロデュクシオン アルノー・フルーラン＝ディディエ

カンサゥン・ボバ ドム・ラ・ネーナ

テル・ミー・ノット・トゥ・ラヴ・ユー アン・オースティン

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


