
●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　　
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※曲目は変更になる場合がございますので
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ムジカーザ
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パーティ付 / 終演後
コンサートのみ
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■ 出 演 者 紹 介

2020年4月5日(日) 14:30開場 15:00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 
*学生25歳以下

お名前・券種・電話番号・チケット送付先住所 をご連絡の上、
予約確定後に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。 （2020年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146回 7/10(金) 19時: Quartet Explloce ／ 第147回 9/17(木) 19時: 「世の終わりのための四重奏曲」～ 森山開次 メシアンを舞う ～
第148回 10/29(木) 19時: 弦楽六重奏の夕べ ／ 第149回 11/23(月祝) 14時: 歌劇「ラ・ボエーム」 ／ 第150回 12/24(木) 19時: 伊藤恵プロデュースシリーズ I

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

桐朋学園大学音楽学部演奏学科ピアノ専攻卒業。同大学声楽専攻伴奏研究員修了。文化庁在外派遣研修員と
して渡独、カールスルーエ音楽大学大学院リート科を最優秀の成績にて修了。山田雄子、星野明子、加納悟郎、
ハルトムート・ヘルの各氏に師事。日本及びベルギー、ドイツ、オーストリア、スペインに於いてコンサートに出演。
現在、東京藝術大学、青山学院女子短期大学各講師。桐朋学園芸術短期大学演奏員。

千 葉  か ほ る  CHIBA, Kaoru [ピアノ]

東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同声会賞受賞。同大学院独唱科を首席で修了。第79回日本音楽コンクール
入選。声楽を名倉省三、名倉佳子、伊藤亘行、嶺貞子、朝倉蒼生、佐藤ひさらの各氏に師事。数多くのオラトリオや
オペラのソリストを務める。日本演奏連盟主催のソロコンサートを東京文化会館にて開催し、ロシア歌曲と日本
歌曲の魅力を聴衆に伝え好評を博した。軽井沢少年少女合唱団、宇都宮少年少女合唱団、緑友ハーモニーの
指導者。合唱団ステラヴォイストレーナー。東京成徳大学中学高等学校非常勤講師。日本演奏連盟会員。

高 島  敦 子  TAKASHIMA, Atsuko [ソプラノ]

東京学芸大学を経て東京藝術大学を卒業。同大学院修士課程独唱専攻修了。在籍中伊藤謝恩育英財団より奨学金
を受ける。声楽を横山和彦、高橋修一、佐々木成子、菅英三子の各氏に師事しこれまでに数多くの宗教曲、交響曲や、
オペラのソリストを務める。奏楽堂日本歌曲コンクール奨励賞。友愛ドイツ歌曲コンクール入選。千葉県立幕張総合
高等学校音楽科非常勤講師。中央大学附属中学高等学校合唱部委嘱指導員。日本声楽アカデミー正会員。

木 下  泰 子  KINOSHITA, Yasuko [メゾソプラノ]

大分県出身。東京藝術大学音楽学部声楽科卒業。同大学院修士課程修了。オペラでは、容姿などからズボン役
には定評があり、多数のオペラに出演。コンサートソリストとしてもさまざまな宗教曲、オーケストラ作品に出演し、
日本各地で活躍の場を広げている。 現在はオペラ、コンサートでソリストとして演奏活動するかたわら、多くの
合唱指導、ヴォイストレーナーとしても活躍中。Ensemble COTIOL、彩美歌、大分二期会、二期会会員。
     https://blog.goo.ne.jp/sanchan110

三 宮  美 穂  SANNOMIYA, Miho [メゾソプラノ]

e 彩美歌  - Soloists ayamika - f
木下牧子さんのCD録音を機に誕生。今年で結成7年目。

結成5年目にライヴノーツより木下牧子プロデュースのCDを発売。ハーモニー誌で推薦盤に紹介されるなど、高い評価を得ている。
コーラスの世界感とも違う、ピアノと弦楽器のカルテットにも似たようなソリスト4人の心地よいアンサンブルグループ。

    http://ayamika.main.jp/

表面Photo     色彩透-IROSUKU- [山桜]        https://minne.com/@irosuku
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