
●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　　

第121回ムジカーザコンサート

J.ハイドン : ピアノ三重奏曲 ニ長調 Hob.XV-16 より 第1楽章 アレグロ
M.ラヴェル : 亡き王女のためのパヴァーヌ

G.フォーレ : 子守唄, 幻想曲
B.スメタナ : モルダウ
武満徹 : 海へⅢ

F.ベッリーニ : ノクターン
A.グラズノフ : スパニッシュセレナーデ

G.フォーレ : エレジー
M.ラヴェル : ソナチネ

Fl 小池郁江
Vc 森山涼介

<Trio>

<Trio>

<Fl & Hp>

<Hp>

<Fl & Hp>

<Vc & Hp>

<Vc & Hp>

<Vc & Hp>

<Trio>

画像提供：ハープガーデン

#121

※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18:30 19:00

ムジカーザ
¥7,000
¥4,000

¥3,500
¥2,000

パーティ付 / 終演後
コンサートのみ

2016.5.11.wed
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■ 出 演 者 紹 介

2016年5月11日(水) 18:30開場 19:00開演

■ お問い合わせ・チケット＜1回券＞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

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

　新潟市出身。4歳からアイリッシュハープ、8歳からグランドハープを始める。山田ふたば、山崎

祐介、グザヴィエ・ドゥ・メストレの各氏に師事。2007年渡独、ハンブルク国立音楽演劇大学を卒

業後、同大学院にてドイツ国家演奏家資格を取得。2015年帰国。　2001年 東京交響楽団公演

(飯森範親指揮)でプロデビュー。2009年第58回ミュンヘン国際

音楽コンクール第2位、2011年リリー・ラスキーヌ国際ハープコンクール

（パリ）優勝（どちらも日本人初）。2013年りゅーとぴあにてソロデビュー

リサイタル。　国内では東京交響楽団、NHK交響楽団、兵庫PAC

管弦楽団と共演。ケルン・ギュルツェニヒ管弦楽団首席ハーピストを

経て、日本、ドイツ、フランスでソロ、室内楽を中心に活動している。

山 宮 る り 子   YAMAMIYA, Ruriko [ハープ]

※ムジカーザコンサートは年６回開催しています。１公演単位のチケット<１回券>のほか、お得な会員券もございます。 （2016年会員券 個人: 40,000円, ペア: 70,000円, 法人: 要相談 ／パーティ付のみ）

　  今後のムジカーザコンサート
第122回 7/9(土)17時: 黒木岩寿プロデュースシリーズ I「管楽セレナードの夕べ」／第123回 9/8(木)19時: 窪田健志(Perc), 近藤千花子(Cl)
第124回 10/8(土)17時: 歌劇「魔笛」／第125回 11/4(金)19時: 伊藤恵(Pf)／第126回 12/10(土)17時: 東京ベルオーケストラ(ハンドベル)～珍しい楽器シリーズ～ 

●

森 山 涼 介   MORIYAMA, Ryosuke [チェロ]

　愛知県豊田市生まれ。東京藝術大学を経て、同大学
院修士課程を修了。大学卒業時に同声会賞を受賞し、
受賞者記念コンサートに出演。また在学中、藝大フィル
ハーモニアと共演。　第8回ビバホールチェロコンクール
特別賞（井上賞）、原村室内楽セミナーにて「緑の風奨励
賞」、「ハイドン賞」を受賞。 豊田市文化振興財団文化
新人賞受賞。「JTが育てる
アンサンブルシリーズ」、
「六花亭ホール・期待の
若手シリーズ」等に出演。  
これまでに久保田顕、林
良一、林俊昭、北本秀樹、
山崎伸子の各氏に師事。  
現在、東京都交響楽団
チェロ奏者。

小 池 郁 江   KOIKE, Ikue [フルート]

　東京芸術大学を首席で卒業し、アカンサス音楽賞を受賞。

同大学院修士課程を修了。アフィニス文化財団の海外研修員

として、奨学金を得てミュンヘンに留学。日本フルートコンヴェン

ションコンクール第１位、日本管打楽器コンクール第１位ほか

賞歴多数。札幌交響楽団、東京都交響楽団、東京シティ•フィル

ハーモニック管弦楽団、九州交響楽団などと共演。東京オペラ

シティ文化財団主催リサイタルシリーズ「B→C」に出演。

これまでにフルートを星島明郎、

峰岸壮一、浅生典子、金昌国、パウル

・マイゼン、ヘンリック・ヴィーゼの各

氏に、 室内楽を四戸世紀、佐久間

由美子の各氏に師事。  現在、東京

都交響楽団フルート奏者。東京芸

術大学、桐朋学園大学、洗足学園

音楽大学の非常勤講師を務める。
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