
●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139回ムジカーザコンサート

森 理谷真
山田武彦 [Pf]  神代 修 [Tp]

ソプラノ

Frauenliebe und Leben

スカルラッティ : トランペット独奏付き７つのアリア集
ヘンデル : 「アルチーナ」HWV 34より "前のように私を見つめて"
　　　　 オラトリオ「サムソン」HWV 57より "輝かしい天使よ"
シューマン : 女の愛と生涯 Op.42
ドヴォルザーク : 歌曲集「ジプシーの歌」Op.55(B104)
　 　　　　　   歌劇「ルサルカ」Op.114(B203)より "月に寄せる歌"

#139

※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
¥8,000
¥5,000

¥4,000
¥2,500

パーティ付 / 終演後
コンサートのみ

2019.3.19.tue
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■ 出 演 者 紹 介

2019年3月19日(火) 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

¥8,000
¥5,000

¥4,000
¥2,500

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
（京王新線[幡ヶ谷駅]南口 徒歩12分）

■ アクセス

幡ヶ谷

●

※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。 （2019年全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140回 6/27(木) 19時: ガムラン ～ 珍しい楽器シリーズ ～ ／ 第141回 8/2(金) 19時: 辻彩奈[Vn], 伊藤恵[Pf] ／ 第142回 9/7(土) 17時: ホルン四重奏
第143回 10/12(土) 17時: 瀬尾久仁＆加藤真一郎ピアノデュオ ／ 第144回 12/13(金) 19時: 「室内楽の夕べ」～ 黒木岩寿プロデュースシリーズIV「最終回」 ～

武蔵野音楽大学大学院及びマネス音楽院修了。 2006年レヴァイン指揮ニューヨーク・
メトロポリタン・オペラ『魔笛』夜の女王役で大成功を収める。 欧州デビューは‘07／‘08
シーズン、アイルランド・オペラ『トゥーランドット』リュー。 オーストリア・リンツ州立劇場
では 『ラクメ』 『マリア・ストゥアルダ』 『椿姫』 タイトルロール、『ばらの騎士』ゾフィー、
『ラ・ボエーム』ミミ、フィリップ・グラス作曲『失われたものの痕跡』など様々な役を演じ、
ウィーン・フォルクスオーパー、ライプツィヒ・オペラなどにも出演。 国内では’14年びわ湖
ホール『リゴレット』ジルダ ‘16年日生劇場『後宮からの逃走』コンスタンツェで高い評価を
得、‘17年には7月『ばらの騎士』元帥夫人、10月『蝶々夫人』タイトルロール。バッハ・コレ
ギウム・ジャパン『ポッペアの戴冠』フォルトゥナ、ドゥルジッラ両役、2018年びわ湖ホール
『ワルキューレ』ジークリンデ、日生劇場『魔笛』パミーナに出演。コンサートでも、バロック
カンタータを始め、ペルゴレージ『スターバト・マーテル』、モーツァルト/ヴェルディ『レク
イエム』等のソリストをつとめる。 2019年は6月東京二期会『サロメ』、10月『蝶々夫人』、
11月藤沢市民オペラ『湖上の美人』に出演予定。小山評定ふるさと大使。二期会会員。
　 公式ウェブサイト  http://www.marimoriya.com/ 

森 谷  真 理  MORIYA, Mari [ソプラノ]

東京藝術大学作曲科卒業、同大学院作曲専攻修了。
フランス政府給費留学生としてパリ国立高等音楽院
ピアノ伴奏科に入学、同クラス７種類の卒業公開試験
を審査員の満場一致により首席で一等賞（プルミエ・
プリ）を得て卒業。帰国後はピアニストとして数多くの
演奏者と共演、的確でおおらかなアンサンブル、色彩
豊かな音色などが好評を
博し、コンサート、録音、放送
等の際のソリストのパート
ナーとして厚い信頼を得る。
現在洗足学園音楽大学教
授。全日本ピアノ指導者協
会正会員、日本ソルフェー
ジュ研究協議会理事、日本
ピアノ教育連盟会員。

第4回日本管打楽器コンクール第1位。
第57回日本音楽コンクール第2位
(1位なし)及び松下賞受賞。プラハの
春国際コンクール1992特別賞受賞。
東京藝術大学在学時に東京フィル
ハーモニー交響楽団入団、7年間在籍
し副首席奏者を務める。安田生命クオ
リティオブライフ文化財団奨学生として
ウィーン国立音楽大学に留学。文化庁
特別派遣芸術家在外研修員としての
再渡欧時には、時代楽器奏法の修得及び資料収集を行なった。
現在、大阪教育大学教授、洗足学園音楽大学客員教授、関西ト
ランペット協会常任理事、日本管楽芸術学会理事。ラ・トロンバ
の会、なぎさブラスゾリステン、トランペット・カルテットT-Bros.
七吹神喇叭倶楽部主宰。

山 田  武 彦  YAMADA, Takehiko [ピアノ] 神 代  修  KUMASHIRO, Osamu [トランペット]
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