
●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

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）
　　　↓
　　全て選択(Ctrl+A)を解除

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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■ 出 演 者 紹 介

2020年7月22日(水) 18:30開場 19:00開演

*販売期間 : 配信当日23時まで
*視聴可能期間 : 7月24日(金祝)22時まで　

￥888(視聴料)

■                     視聴チケットのお申込み

ムジカーザ
tel : 03-5454-0054  fax : 03-5454-0053
mailto : piano@musicasa.co.jp

●

※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年の会員券は受付を終了いたしました）

　  今後のムジカーザコンサート
第145回 8/25(火) 19時: 彩美歌 ※4/5(日)からの振替公演 ／ 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

■ 公演に関するお問い合わせ

※会場内入場券は完売いたしました

※ムジカーザコンサート初の有料生配信につき、『お試し価格』でのご提供です
※途中から視聴した場合はその時点からの生配信となり、巻き戻し再生はできません
※終演直後は映像のアーカイブ処理を行いますので、ご覧いただけない時間がございます
※視聴可能期間中は何度でもご視聴いただけます

ムジカーザ  イープラス https://eplus.jp/

▼購入ページURL

北海道出身。桐朋学園大学音楽学部卒業。同大学院大学
を経て、ローム・ミュージックファンデーションの奨学金を
得てベルリン芸術大学に留学。第74回日本音楽コンクール
・チェロ部門第2位入賞。ドミニコ・ガブリエリチェロコンクー
ル第3位入賞。東京チェロアンサンブル、クァルテット・ヒム
ヌス、品川カルテットのメンバー。チェロを上原与四郎氏、
毛利伯郎氏、岩崎洸氏、マルクス・ニコシュ氏に師事。
読売日本交響楽団チェロ奏者。

髙 木 慶 太  TAKAGI, Keita

福岡県福岡市出身。 東京藝術大学音楽学部を経て同大
学院修士課程修了。在学中、チェロを河野文昭、苅田雅治
の両氏に師事。学内にて同声会賞受賞、新人演奏会に出
演。リゾナーレ室内楽セミナーにて基金緑の風音楽賞を
受賞。弦楽四重奏で松尾学術振興財団より助成金を授与。
2016年秋より一年間、アフィニス文化財団より奨学金を
受けてドイツ・ミュンヘンへ留学。バイエルン放送交響楽団
のHanno Simons氏に師事。 アクロス弦楽合奏団メンバー。
ユメニティのおがたレジデンスカルテットとして活動。 東京
ジュニアオーケストラソサエティ講師。
2012年1月よりNHK交響楽団チェロ奏者。

市  寛 也  ICHI, Hiroya

愛知県豊田市出身。東京藝術大学を経て、同大学院修士課程修了。 在学
中、藝大フィルハーモニアと共演。 大学卒業時には、同声会賞を受賞し、
記念演奏会に出演。 第8回ビバホールチェロコンクール特別賞（井上賞）、
原村室内楽セミナーにて「緑の風奨励賞」、「ハイドン賞」を受賞。豊田市
文化振興財団文化新人賞受賞。これまでに、故 久保田顕、林良一、林俊昭、
北本秀樹、山崎伸子の各氏に師事。2016年10月より一年間、アフィニス
文化財団海外研修員としてドイツ ミュンヘンへ留学し、バイエルン国立
歌劇場管弦楽団ソロチェロ奏者イヴ・サヴァリ氏のもと研鑽を積む。
現在、東京都交響楽団チェロ奏者。

森 山 涼 介  MORIYAMA, Ryosuke

東京藝術大学音楽学部器楽科を首席で卒業。その後シベリウス・アカデミー、
ベルン芸術大学に留学。第72回日本音楽コンクール第2位。2007年度青山
音楽賞新人賞受賞。2009年ガスパール・カサド国際チェロ・コンクール第3位
入賞（日本人最高位）。2011年に東京サントリーホール他5大都市でデビュー
・リサイタルを開催。2013年齋藤秀雄メモリアル基金賞を受賞。サイトウ・キネ
ン・オーケストラに毎年参加するほか、アルカス佐世保レジデンス・カルテット
など室内楽でも活動。2015年6月～2019年12月まで日本フィルハーモニー
交響楽団ソロチェロ奏者を務める。使用楽器はNPO法人イエロー・エンジェル
より1724年製作のアントニオ・ストラディヴァリウスを、弓は匿名のコレクター
よりTourteを特別に貸与されている。
現在NHK交響楽団契約団員(首席)。
　 http://www.rei-tsujimoto.com

辻 本  玲  TSUJIMOTO, Rei

e Quartet Explloce f
2013年末、大学時代からの気心知れた同世代4人で結成。メンバーはN響・読響・都響のチェロ奏者で構成。

枠に収まりきらない爆発的なアンサンブルを目指す意味でexplode(爆発)、積極的に様々なジャンルのオリジナルレパートリーを

取り入れる意味でexplore(探検)、この2つの思いにローチェ(チェロをもじった業界用語)を組み合わせて命名。

取り上げるレパートリーはチェロアンサンブルの既成曲のみに留まらない。

チェロアンサンブルで表現可能で、なおかつチェロという楽器に相性の良い曲を熟考し、編曲を依頼することにより、

グループのオリジナル性・チェロアンサンブルの極限性を追求。

2019年、NHK-FM「リサイタル・パッシオ」に出演。その際の演奏が「MC金子三勇士が選ぶ、この一年のハイライト」に選ばれ、再放送される。

キングレコードよりCDリリース。

Quartet Explloceオフィシャルサイト http://explloce.com


