
●PDF入稿用ファイル作成手順

１． ・すべてのレイヤーを表示する
　   ・オブジェクトメニューで［すべてをロック解除］
　   ・オブジェクトメニューで［すべてを表示］

２．「効果」
　　　↓
　　「ドキュメントのラスタライズ効果設定」
　　　↓
　　・カラーモード：CMYK
　　・高解像度
　　・背景：透明
　　・オプション：未選択
　　　↓
　　　OK

３． このレイヤー「PDF版下作成…」以外のレイヤーロックを解除し
　　全て選択(Ctrl+A)
　　　↓
　　「オブジェクト」
　　　↓
　　「透明部分を分割・統合」
　　　↓
　　設定：「ベクトル100＋テキストアウトライン」
　　　↓
　　　OK
　　　↓
　　全て選択(Ctrl+A)を解除

４．「ウィンドウ」
　　　↓
　　「ドキュメント情報」
　　　↓
　　「特色オブジェクト」
　　　↓
　　「なし」を確認（あればCMYKに変換）

５．このレイヤー「PDF版下作成…」を非表示にし
　　「ファイル」
　　　↓
　　「別名で保存」
　　　↓
　　ファイルの種類：「Adobe PDF」
　　　↓
　　Adobe PDF プリセット：「プリントパック入稿用」
　　　↓
　　「設定内容」でエラー表示が無いか確認
　　（「ソースプロファイルを指定...」の警告は無視でOK）
　　　↓
　　　保存　　
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M.-A. シャルパンティエ (1643-1704) : 『テ・デウム』から前奏曲
J. S. バッハ (1685-1750) : 主よ、人の望みの喜びよ
                                           目覚めよと呼ぶ声あり
                                           いざ来ませ、異邦人の救い主
                                           ピエス・ドルグ（幻想曲）ト長調
                                           ブランデンブルグ協奏曲 第2番 ヘ長調
H. ソーゲ (1901-1989) : 永遠に死することなく
A. P. F. ボエリー (1785-1858) : 『クリスマスのミサ』より
                                          キリエ / 最後のキリエ / パストラーレ / 退堂
A. ギルマン (1837-1911) : ２つのノエルによる奉献曲
N. ハキム (1955-  ) : トランペットとオルガンのためのソナタ
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#114

※曲目は変更になる場合がございますので、予めご了承ください。

開場 開演16:30 17:00

ムジカーザ
¥7,000
¥4,000

¥3,500
¥2,000

ビンゴパーティ付 / 終演後
コンサートのみ

2014.12.13.sat
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■ 出 演 者 紹 介

2014年12月13日(土) 16:30開場 17:00開演

■ お問い合わせ・チケット申込み

ムジカーザ
tel : 03-5454-0054  fax : 03-5454-0053
mailto : piano@musicasa.co.jp

･三菱東京UFJ銀行  代々木上原支店 [普] 0471778
・ゆうちょ銀行  〇一九(ゼロイチキュウ)店 [当] 0549564
・郵便振替  00160-8-549564

各口座名義 : （有）ムジカーザ

¥7,000
¥4,000

¥3,500
¥2,000

ビンゴパーティ付 / 終演後
コンサートのみ *全席自由

お名前・電話番号・券種・送付先住所 をご連絡の上、
チケット代金を下記までお振込みください。

* 振込手数料はご負担願います

151-0066 東京都渋谷区西原3-33-1

小田急線・千代田線「代々木上原」東口 徒歩2分

■ アクセス

東京藝術大学オルガン科卒業、同大学院修了。その後ドイツ、フライブルク音楽

大学で、サットマリ－氏に師事。ソロ科を卒業、国家演奏家試験に合格した。シカゴ

のロックフェラーチャペル、ボンでの国際オルガン音楽祭、パリ市からの招きで

サン・トゥスタッシュ教会、香港国際音楽祭はじめ、ドイツ、フランス、デンマ－ク、

スイス、アメリカ、ベルギー、チェコ、ポ－ランド、香港など各地で招かれ演奏。国内

ではソリストとして全国各地のホールで演奏会を開催、幅広いレパ－トリ－を

駆使し、オルガン音楽の普及にも力を注ぎ、多くのファンを獲得している。また

オーケストラとの演奏会も多く、フランス国立リヨン管、プラハ放送響、ドレスデン

フィル、Ｎ響、日フィル、都響、読響、東響、新星日響などとプーランク、ヘンデルのオルガン協奏曲、サン＝サーンス

の交響曲第３番等を演奏。日本コロムビアより10枚のＣＤをリリース、またＮＨＫ『芸術劇場』『名曲アルバム』、

『題名のない音楽会』、『みゅーじん』ほかテレビ、ＦＭなどに出演、また演奏会の企画をするなど活動の幅を

広げている。ここ数年は世界各地の音楽祭で演奏、昨年は第8回Mikael Tariverdiev国際コンクールの審査員

も務め、来年はフィンランドでの音楽祭、リトアニアでの国際コンクールの審査員にも招聘されている。現在、

日本キリスト教団大森めぐみ教会オルガニスト。

井 上  圭 子   INOUE,Keiko  [オルガン]

菊 本  和 昭   KIKUMOTO,Kazuaki [トランペット＆コルノ・ダ・カッチャ]

NHK交響楽団首席トランペット奏者。私立洛南高等学校を経て京都市立芸術大学首席卒業及び同大学院首席修了。フライブルク音楽

大学に交換留学。カールスルーエ音楽大学にて研修。第19回日本管打楽器コンクール第1位。第72回日本音楽コンクール第1位及び

増沢賞、E.ナカミチ賞、聴衆賞。2008エルスワース・スミス国際トランペットソロコンペティション第2位。

2006年度青山音楽賞新人賞、第12回松方ホール音楽賞などを受賞。東京オペラシティ・リサイタルシリーズ

「B→Cバッハからコンテンポラリーへ」への出演や、米国にて行われたChosen Vale 国際トランペットセミナー

においてゲストとしてソロコンサートを務めるなど、独奏者としても積極的に活動している。 室内楽奏者と

しても京都トランペットグル－プ「Summer Breeze」、きょうと金管五重奏団、ジャパンブラスコレクション、

いずみシンフォニエッタ大阪各メンバーとして活動中。2004年4月より約7年間、京都市交響楽団に在籍した。

これまでにトランペットを早坂宏明、有馬純昭、A.プログ、R.フリードリッヒ、Dr.E.H.タール各氏に、室内楽を

呉信一氏に師事。ソロアルバム《奏鳴曲 Sonate》リリース。洗足学園音楽大学非常勤講師。

http://keiko-i.com

Naoya Yamadac 

Yuriko Takagic 

[協力]ローランド株式会社

使用楽器

クラシック・オルガン
C330u  *2014年9月 新商品
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