
●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127回ムジカーザコンサート
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#127

※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

2017.4.14.fri



●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　　

東京藝術大学首席卒業。 同大学院修士課程オペラ科修了。
主な出演作は《セビリャの理髪師》フィガロ、《フィガロの結婚》フィガロ、伯爵、 《ラ・ボエーム》マル
チェッロ、《メリー・ウィドウ》ダニロ、《こうもり》ファルケ等、主要な役を数多く演じる。 “井上道義×野田
秀樹”コラボレーションオペラ《フィガロの結婚》全10都市公演や、宮川彬良作曲歌劇《ブラック・
ジャック》各タイトルロールでの出演。 演劇作品《天の赦すところ》では伊達政宗役での活躍など、
圧倒的な存在感を示している。 また数々の《第九》や、モーツァルト、フォーレ《レクイエム》等のコン
サートソリストも務める他、役者として様々な演劇作品への出演や、劇団四季ミュージカル『オペラ座
の怪人』では主役（ファントム）で客演するなどジャンルを越えて活躍しており、その多彩な経験と
独自の表現力から、台本執筆、MC、ナレーション、歌唱・演技指導にも定評がある。 洗足学園音楽
大学ミュージカルコース講師。

　 オフィシャルブログ《ネコとオペラと大山大輔改》　http://s.ameblo.jp/necoto-operato-xxxx/

■ 出 演 者 紹 介

2017年4月14日(金) 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

大 山 大 輔  OHYAMA, Daisuke

日本を代表する歌手や器楽奏者が、その共演者に挙って指名する人気ピアニスト。 その幅広い
音色，繊細な音楽表現には定評がある。国立音楽大学卒業。同大学院修了。イタリアで、故アルド･
プロッティ氏のもとオペラ伴奏ピアニストを務め数々の演奏会に出演。マリア･カルボーネ女史の
もとでは伝統的なイタリア･オペラの表現にとどまらず発声法・ディクション等も取得。 サイトウ
キネンフェスティバル等でコレペティトゥールを務める一方、｢リゴレット｣「シモン・ボッカネグラ」
｢ラ･ボエーム｣｢コジ･ファン･トゥッテ｣、三菱 UFJ 信託音楽賞 奨励賞を受賞した「オルフェオと
エウリディーチェ」、大阪文化祭賞優秀賞を受賞した｢フィガロの結婚｣(ともにいずみホール)と、
オペラやコンサートの指揮者としても活躍している。ひとりの作曲家の歌曲の広く豊かな音の
世界を声で染め上げる｢歌霊｣シリーズは2015年3月で7回目を迎えた。国内外の第一線で活躍
中の「太メン」男声オペラ歌手4人とのユニット、IL DEVU のメンバー。 オペラ･カンパニーGruppo 
Kappa Opera を主宰。国立音楽大学及び大学院准教授、新国立劇場オペラ研修所音楽主任講師。

　  IL DEVU オフィシャル・ホームページ　http://ameblo.jp/devudivo/

河 原 忠 之  KAWAHARA, Tadayuki

※ムジカーザコンサートは年６回の開催です。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。 （2017年4月以降6回分会員券 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127回 4/14(金)19時: 大山大輔(Br),河原忠之(Pf)／第128回 6/16(金)19時: 金管五重奏- 澤田真人, 松山萌(Tp), 阿部麿(Hr), 奥村尚美(Tb), 荻野晋(Tu)
第129回 7/14(金)19時: 中野優希(スティールパン),他 ～珍しい楽器シリーズ～ ／第130回 9/5(火)19時: ピアノトリオ 山根一仁(Vn), 横坂源(Vc), 北村朋幹(Pf)
第131回 10/3(火)19時: 黒田卓也(JazzTp),他／第132回 12/8(金)19時: 黒木岩寿プロデュースシリーズⅡ「室内楽の夕べ」
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