
●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　　

HORN QUARTET !!
KIGAWA Hiroshi・KUMAI Yu・FUJITA Marie・FUKAE Kazune

第142回ムジカーザコンサート

J.S.バッハ : 主よ人の望みの喜びよ
K.ターナー : ホルン四重奏曲 第1番
L.ショウ : フリッパリーズ より

三村総撤 : ホルン四重奏のための「童謡巡り～夏から秋へ～」

※曲目は変更になる場合がございますので

開場 開演16:30 17:00

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

2019.9.7.sat
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■ 出 演 者 紹 介

2019年9月7日(土) 16:30開場 17:00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

●

※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9月以降3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」 ～

 武蔵野音楽大学卒業。同大学卒業演奏会、読売新人演奏会に出演。
室内楽をKálmán Berkes、Roger Boboの各氏に、ホルンを小川正毅、
山本真、阿部雅人、丸山勉、日高剛、Christian Lampert の各氏に、
ナチュラルホルンをThomas Müller、Teunis van der Zwartの各氏
に師事。 ナチュラルホルン奏者としてバッハ・コレギウム・ジャパン、
オーケストラ・リベラ・クラシカ、他に参加。日本ホルン協会主催 第1
回ホルンコンクール2位入賞。 2015年～2016年公益財団法人アフ

ィニス文化財団の海外研修員としてバーゼル
音楽院(スイス)に留学。  現在、新日本フィル
ハーモニー交響楽団ホルン奏者。アレキサン
ダーホルンアンサンブルジャパン、ナチュラル
ホルンアンサンブル 東京、BRASS NEX各メン
バー。ミュージックスクール 「ダ・カーポ」、ケン
・ミュージック・ランド講師。

 第20回日本管打楽器コンクール ホルン部門1位及び審査員特別賞、文
部科学大臣奨励賞、東京都知事賞を受賞。第39回マルクノイキルヒェン
国際コンクールにおいてディプロマを受賞。 大学在学中よりソリストとし
て東京交響楽団、新日本フィルハーモニー管弦楽団、神奈川フィルハー
モニー管弦楽団、日本センチュリー交響楽団、兵庫県立芸術文化センター
管弦楽団等と共演する。これまでに、サイトウ・キネン・フェスティバル、小澤
征爾音楽塾、PMF、草津国際音楽アカデミー＆フェスティバル等に参加。 
東京音楽大学付属高等学校、同大学を卒業。水野
信行、冨成裕一、岡本充代の各氏に師事。卒業後、
ベルリン芸術大学にてC.F.ダルマン氏に師事。 
2013年大阪市より「咲くやこの花賞」を受賞。
BRASS CODE 12、いずみシンフォニエッタ大阪
のメンバー。 日本センチュリー交響楽団を経て、
2015年9月よりNHK交響楽団団員。

木川 博史  KIGAWA, Hiroshi

Photo : Waner Classics

 ホルンを村上哲、水野信行、勝俣泰の各氏に師事する。
 東京音楽大学卒業、同大学院科目等履修生修了。 2015～
2018年度、東京音楽大学給費奨学金奨学生。学内オーディション
合格者による東京音楽大学 ソロ・室内楽定期演奏会にて、ソロ、
室内楽の両部門で出演。また東京文化会館にて行われた東京
音楽大学卒業演奏会に出演。 2016年小澤征爾音楽塾オペラ・
プロジェクトXIV「こうもり」に参加。 
2017年9月、東京文化会館とジャパン・
ソサエティ共同制作のオペラ「Four 
Nights of Dream」に、オーケストラメン
バーとしてニューヨーク、東京公演に参
加。 現在はフリーランスのホルン奏者
として、オーケストラへの客演や室内楽
などを中心に活動している。

深江 和音  FUKAE, Kazune

Photo : 大杉隼平

藤田 麻理絵  FUJITA, Marie

 神奈川県相模原市出身。 2007年武蔵野音楽大学卒業。
ヤマハ管楽器新人演奏会出演。ホルンを伊藤泰世、今井
仁志、日高剛、山内研自、ラースロー・ガールの各氏に、室
内楽を吉田將、ロジャー・ボボの両氏に師事。小澤征爾音
楽塾、サイトウキネンフェスティバル松本、東京・春・音楽
祭、ラヴェンナ音楽祭、アフィニス夏の音楽祭などの他、
国内外のオーケストラに多数客演。兵庫芸術文化センター
管弦楽団ホルン奏者を経て現在、
神奈川フィルハーモニー管弦楽団
ホルン奏者。アレキサンダーホルン
アンサンブルジャパンメンバー。
ドルチェ東京・ミュージック・アカ
デミー講師。相模原市シティセー
ルスサポーター。

熊井 優  KUMAI, Yu

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
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