
●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129回ムジカーザコンサート
― 珍しい楽器シリーズ ―

J.S.Bach : Violin Partita no.2 in D Minor,
BWV1004 lV Gigue 

Andy Akiho : Karakurenai
Robbert Chappell : Open Window
Bartok : Whole Tone Scale

山澤洋之(委嘱作品) : 優しい夢/希望の空
etc.

中野優希
スティールパンリサイタル in MUSICASA

共演：K-Ta ,実近友里恵
照明：渡辺敬之
映像 : U-ka

#129

※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

2017.7.14.fri
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４歳の頃に木琴を始め、中学校、高校と吹奏楽部で打楽器を担当し、洗足学園音楽大学の
打楽器コースに進学。同大学でスティールパンと出会い、ドラム缶から生み出されたとは
思えない美しい音に魅了され演奏を開始。 在学中にスティールバンド『パン・ポップ・パラ
ダイス』の一員としてメジャーデビュー。卒業後、スティールパン発祥の地トリニダード・トバ
ゴへ留学。 毎年現地で開催されるスティールバンドのコンテストに、100人編成のバンド
「Silver Stars Steel Orchestra」のメンバーとして参加し2009年・2010年に優勝。2011年、
スティールパンの演奏技術の更なる研鑽の為、アメリカのNIU - Northern Illinois University
に入学し、リアム・ティーグ氏に師事。 2014年、Northern Illinois University Steelpan Perfor-

mance Certificate 修了。 2015年3月、帰国後初の「中野優希スティールパンリサイタル」を東京オペラシティ リサイタルホールにて開催。
2015年夏にトリニダード・トバゴ共和国で行われた「International  Conference and Panorama」に「Pastiche」のメンバーとして招待演奏。
同じく「International Conference and Panorama」に「Panorama Steel Orchestra」のメンバーとして日本のスティールバンドを代表して
参加し、世界第９位入賞。 2016年8月「中野優希スティールパンリサイタル vol.2」を銀座 ヤマハホールにて開催し、トリニダードから
ゲストを招いてスティールパンアンサンブル邦人作品の初演を果たす。
スティールパンの新たな発展と可能性を求めてコンサートホールでの演奏会に力を入れるなど、さまざまな視点から演奏に向き合うと
ともに、多くの人に音楽の楽しさを知ってもらうため、クラシック、ジャズ、ポップス、アフリカン、ラテン等、ジャンルを問わずに幅広く演奏
活動を行っているほか、スティールパンのワークショップやレッスンも開催している。全身で音を奏で、音を楽しむ伸びやかな演奏スタイル
が持ち味で、NAKAPOの愛称で親しまれている。　 　　http://www.yuki-steelpan.com/

洗足学園音楽大学打楽器コース卒業。スティールパンを中心に演奏活動を行う。また、幼稚
園等でオルフ楽器（教育用打楽器）を使用した音楽教育にも力を入れている。  日本テレビ
「世界一のSHOWタイム」、日本テレビ「わたしのLife On」にスティールパン奏者として出演。
2012年から3度スティールパンの本場、トリニダード・トバゴに渡り、現地のバンド「Silver 
Stars」のメンバーとしてスティールパン最大のコンテスト「PANORAMA」に参加。2015年には
所属する「Panorama Steel Orchestra」でトリニダード・
トバゴで行われたスティールパンの世界大会International
Conference Panoramaに出場、9位入賞。 マリンバ、打楽器
を藤井むつ子、植松透、石井喜久子の各氏に師事。 スティ
ールバンド「Panorama Steel Orchestra」「STARS ON PAN」
スティールパントリオ「sunny panny」各メンバー。

物理法則で成り立つ
ものは仮想も現実も
なんでも演奏する
Marimbaプレイヤー。
その活動は多岐に
わたる。 最近は自身
のルーツであるマリ

ンバのみにフォーカスした『響木』や
minimalAcousticsなるバニーボーイバンド
を主宰し、音絵巻『COGITO』に興じる。
 　http://www.brainstormlotus.xyz

■ 出 演 者 紹 介

2017年7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

※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6月以降5回分会員券  個人: 34,000円, ペア: 60,000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」

●

中 野  優 希  NAKANO, Yuki [スティールパン]

K-Ta [マリンバ] 実 近  友 里 恵  SANECHIKA,Yurie [スティールパン]
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