
●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140回ムジカーザコンサート

・ガムラン曲演奏
・ジャワ宮廷舞踊
・ジャワの人形芝居
・ジャワ影絵芝居
・ジャワの騎馬舞い～獅子舞い

ガムラン
珍しい楽器シリーズ

#140

※演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
¥6,500
¥3,500

¥3,500
¥2,000

パーティ付 / 終演後
コンサートのみ

2019.6.27.thu

※一般当日券 各¥500UP
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■ 出 演 者 紹 介

2019年6月27日(木) 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

¥6,500
¥3,500

¥3,500
¥2,000

パーティ付 / 終演後
コンサートのみ

*一般当日券 各¥500UP
*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6月以降5回分会員券  個人: 33,000円, ペア: 58,000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」 ～

★2019年6月28日(金) 関連公演開催★  昼の部15:00開演・夜の部19:00開演
　mailto: yoasobinokokoro@gmail.com(ヨアソビのココロ) tel: 090-1214-4170(中村)
　主催／「ムジカーザでガムラン2019」実行委員会　公演詳細はこちら→ https://sites.google.com/site/yoasobinokokoro/

インドネシア・ジャワ島ジョグジャカルタ生まれ。 幼少の頃よりガムランの演奏を始める。 国立芸術大学ジョグジャカルタ校
伝統音楽学科卒業後、パクアラマン王家の楽団員としても活動。 2005年から日本在住。 佐々木宏実とHANA★JOSSを結成
しさまざまな公演、ワークショップ、音楽指導をするほか、ガムランの調律やワヤン人形の制作なども行う。

ローフィット・イブラヒム  Rofit Ibrahim [ガムラン／ダラン(人形遣い)]

大阪生まれ。2002～2004年、インドネシア国費留学生として国立芸術
大学ジョグジャカルタ校伝統音楽学科に留学。 王宮やラジオ局、村の
結婚式での演奏などにも積極的に参加した。 帰国後の2005年から、
HANA★JOSSとしてさまざまな公演、ワークショップを行うとともに、インド
ネシア語や料理講座の講師もしている。

佐々木 宏実  Sasaki, Hiromi [ガムラン]

大阪生まれ。2007～2010年、インドネシア国費留学生として国立芸術
大学ジョグジャカルタ校伝統音楽科に留学。帰国後の2010年より、ガム
ラン演奏家として関西を中心に活動するほか、ピアノとガムランと歌のユニット「ナリモ」、ジャワ影絵芝居をベースに能
などの演目を見せる「影の色彩ワヤンプロジェクト」など複数のグループにも参加。

西田 有里  Nishida, Yuri [ガムラン]

インドネシア・ジャワ島ジョグジャカルタ生まれ。「ワヤン・カンチル」と呼ばれる動物人形芝居を創作・上演した祖父の影響を
受け、幼少より舞台に立つ。 国立芸術大学ジョグジャカルタ校伝統音楽科卒。 ここ数年、大阪に拠点を置き、西田有里らと
ともに「影の色彩ワヤンプロジェクト」を組織し、能とジャワ影絵芝居との融合を試みている。

アナント・ウィチャクソノ  Ananto Wicaksono [ダラン(人形遣い)／ガムラン]

兵庫県生まれ。2005～2008年、インドネシア国立芸術大学ジョグ
ジャカルタ校伝統音楽科に留学しガムラン音楽や伝統舞踊を学ぶ。 
帰国後、岡山市でジャワガムラン教室を開き、さまざまな教育機関
でワークショップを実施する一方、各地で音楽公演を行う。

岩本 象一  Iwamoto, Shoichi [ガムラン]

大阪生まれ。 2003～2011年、インドネシア国立芸術大学ジョグ
ジャカルタ校に留学するほか、現地で舞踊を学ぶ。 帰国後、大阪
でジャワ舞踊教室「ウィジャヤクスマ」を主宰し、踊りやガムラン
などのパフォーマンス活動を行っている。

西岡 美緒  Nishioka, Mio [ガムラン／ジャワ舞踊]
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