
●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141回ムジカーザコンサート

ベートーヴェン : ヴァイオリン・ソナタ 第6番 イ長調 Op.30, No.1
ベートーヴェン : ヴァイオリン・ソナタ 第8番 ト長調 Op.30, No.3
                                                 --
J.S.バッハ : 無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第3番 ホ長調 BWV1006
ベートーヴェン : ヴァイオリン・ソナタ 第7番 ハ短調 Op.30 No. 2
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伊藤恵 [Pf]

#141

※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
¥8,000
¥5,000

¥4,000
¥2,500

パーティ付 / 終演後
コンサートのみ

2019.8.2.fri
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■ 出 演 者 紹 介

2019年8月2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

¥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8月以降4回分会員券  個人: 28,000円, ペア: 49,000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142回 9/7(土) 17時 : ホルン四重奏（木川博史, 熊井優, 藤田麻理絵, 深江和音）
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」 ～

 1997年岐阜県生まれ。 2016年モントリオール国際音楽コンクール第1位、併せて5つの
特別賞（バッハ賞、パガニーニ賞、カナダ人作品賞、ソナタ賞、セミファイナルベストリサイ
タル賞）を受賞。 3歳よりスズキメソードにてヴァイオリンを始める。
 11歳にて名古屋フィルハーモニー交響楽団と共演後、多くの国内外のオーケストラと共演。
これまでに、モントリオール交響楽団、スイス・ロマンド管弦楽団、シュトゥットガルトゾリス
テン、チェコ国立室内管弦楽団パルドビツェ、NHK交響楽団、東京交響楽団、東京フィルハー
モニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、大阪フィルハーモニー交響楽団、京
都市交響楽団などと共演している。 また室内楽においては、12歳にて初リサイタルを行って
以降、宗次ホール、サラマンカホール、紀尾井ホールにてリサイタルを実施。 チェロの堤剛、
ピアノの江口玲、伊藤恵、エマニュエル・シュトロッセの各氏らとの共演を行っている。
2017年「岐阜県芸術文化奨励」、2018年「第28回出光音楽賞」を受賞。
 これまでに小林健次、矢口十詩子、中澤きみ子、小栗まち絵、原田幸一郎の各氏に師事。 使用楽器は、NPO法人イエローエン
ジェルより貸与されているJoannes Baptista Guadagnini 1748である。2019年4月、ジョナサン・ノット指揮／スイス・ロマンド
管弦楽団とジュネーブおよび日本にてツアーを実施し、その艶やかな音色と表現により各方面より高い評価を得た。
現在、東京音楽大学に特別特待奨学生として在学中。

辻 彩奈  TSUJI, Ayana [ヴァイオリン]

 ザルツブルク・モーツァルテウム音楽大学、ハノーファー音楽大学において名教師ライグラフ氏に師事。1983年第32回ミュン
ヘン国際音楽コンクールのピアノ部門で日本人として初優勝。 サヴァリッシュ指揮バイエルン州立管と共演し、ミュンヘンで
デビュー。その後もミュンヘン・シンフォニカ、フランクフルト放送響（現hr響）、ベルン響、チェコ・フィルの定期公演などに出演。
日本ではN響との共演、各オーケストラとの共演、リサイタル、室内楽、放送と活躍。CDの代表作は、シューマン・ピアノ曲全曲

録音「シューマニアーナ1～13」。 2007年秋には全集完成記念コンサートを行った。 さらに、
2008年にリリースを開始した「シューベルト ピアノ作品集1～6」は1作ごとに注目を集め、第6集
は2015年度レコード・アカデミー賞、第70回文化庁芸術祭賞優秀賞を受賞。 最新盤は「ベー
トーヴェン ピアノ作品集１」（フォンテック）。 また、サイトウ・キネン・フェスティバル松本はじめ
武生国際音楽祭、 軽井沢音楽祭、リゾナーレ音楽祭、東京・春・音楽祭、ラ・フォル・ジュルネ・オ
・ジャポンなどに参加。 2008年からの新たな８年シリーズではシューベルトを中心としたリサ
イタルを開催。1993年日本ショパン協会賞、1994年横浜市文化賞奨励賞受賞。 
現在、東京藝術大学教授、桐朋学園大学特任教授。

伊藤 恵  ITOH, Kei [ピアノ]

c  Waner Classics○

c  大杉隼平○


	No141_flier_190802f
	No141_flier_190802r

