
期間限定
特別買取
キャンペーン

開催中!!!

2020
CD ★ DVD ★ Blu-ray ★ 音楽本
CD･レコードの中古買取は40年以上の査定実績、安心･信頼のディスクユニオンへお任せください。

％UP％UP ボーナスプラス!!ボーナスプラス!!ボーナスプラス!!
11.3011.3011.30 水

まで11.1111.1111.11金～
買 取
査 定

■〒160-0022 新宿区新宿3-31-4  ■TEL：03-5919-4565  ■http://diskunion.net/acc/  ■e-mail：ds9＠diskunion.co.jp　

音楽を持ち運ぶバッグをいろいろ取り揃えております。

まだまだご紹介出来ない商品が色々取り揃えていますので、是非、一度ご来店ください。スタッフ一同お待ちしております！

◎収納ラック、バッグ、梱包、通販用ダンボール各種　◎ＣＤプラケース※1枚用から6枚用、トレーだけもあります。
◎CD、レコードのビニール外袋、内袋（※PP、紙、パラフィン）
◎CD、DVD、レコードクリーナー（汚れは勿論、静電気除去効果）、レコード反り直しやレコード洗浄機なども扱っています。
◎レコードカートリッジや交換針 ※メーカー、品番でレコード針を探すこと可能です。
　取り扱いメーカー ： SHURE、ORTOFON、PICKERING、SUMIKO、DENON、NAGAOKA
◎人気のアクリル商品※ＣＤ、ＤＶＤケース、LPアクリルケース、大型ケース etc.. .

新宿本館の2Fに、大切な音楽ソフトと長くつきあう、手入れ＆メンテナンス用品各種取り揃えております。

例
え
ば…

詳しくは当社ホームページ『買取』ページをご覧下さい

買取センター
0120-111-649

携帯電話からは03-3511-9950 “買取のご案内”
 をクリック!!http://diskunion.net

携帯は
こちらから

期間中CD・DVD・Blu-ray・音楽本をまとめて10点以上お売りいただくと通常査定に
CD・DVD・Blu-ray・音楽本を20%プラスして買取いたします!! また、今回はCD・
DVD・Blu-ray・音楽本を大量にお売りいただくとタイトル枚数に応じて通常の20%UPに
さらにボーナス金額をプラスいたします!! 当社通常査定額100円以上のCD・DVD・
Blu-ray・音楽本が対象となります。キャンペーン中は20%UP後の最終査定額に上記よう
にボーナス金額をプラスいたします!! この機会に大量のご売却ご検討ください!!

◎送料無料サービスはCD・DVD・Blu-rayは10点以上、レコードは20点以上、音楽本は20点以上からとなります。（右記組み合わせで20点以上ございましたら送料無料で承ります。）
◎洋画・邦画・ドラマDVDも高価買取強化中 　◎他のキャンペ－ンとの併用はできません。 　◎買取センタ－受付分は期間中到着分を有効とさせていただきます。

★ボーナス金額の一例

※100タイトル増えるごとに1万プラスいたします。
※同一タイトルのカウントは１タイトルとさせていただきます。

100タイトル以上で査定額
+ ボーナス1万円!!

300タイトル以上で査定額
+ ボーナス3万円!!

500タイトル以上で査定額
+ ボーナス5万円!!

1,000タイトル以上で査定額
+ ボーナス10万円!!

査定額100円以上のお品物

新宿&
「本のある生活」を楽しむための読書用品ブランド「BIBLIOPHILIC」の旗
艦店と音楽書籍販売の専門店「bookunion」のコラボ店「BIBLIOPHILIC & 
bookunion 新宿」を、10月21日（金）、新宿にオープンいたしました。 

　　　　　　　　　　　　　　　　 では、読書用品から本・読書に関する書籍までオリ
ジナル商品も含め約700点を取り扱い、今後更に商品点数は増やしていきます。また「Music 

for Reading」と題し、ディスクユニオンがセレクトした読書向きのＣＤも品揃えし、今後は
「BIBLIOPHILIC」レーベルの読書向けの音楽をテーマにしたＣＤの制作も予定しています。

BIBLIOPHILIC & bookunion 新宿

　　　　　　 は、音楽とその関連カルチャーの書籍を扱う専門型書店となり、約１万冊の音
楽関連書籍の品揃えをし、「BIBLIOPHILIC」とのコラボ店としてオープンとなっています。音楽
書籍の買取センターとしてもご利用出来ますのでお売り頂けるものがあれば是非ご利用ください。

bookunion

書籍買取センター 0120-062-896 携帯電話からは
03-3358-2896

BIBLIOPHILIC ＆ bookunion新宿
メールマガジン会員募集中!
オリジナル商品のご案内やお得なセール情報など、お使いの携帯電
話やスマートフォン、ご自宅のPCにメールでお届けします。メルマガ
会員だけのサービスも計画中。もちろん登録は無料です。この機会
にぜひご登録ください

⦿登録は簡単！こちらのアドレス宛に空メールをお送りください。

スマートフォン・パソコン版はこちら
bbsa@mail.diskunion.net

携帯版はこちら
bbs-2a@mail.diskunion.net

BIBLIOPHILIC & bookunion 新宿
〒160-0022 東京都新宿区新宿3-17-5 カワセビル3F

TEL 03-5312-2635

URL http://diskunion.net/bibliophilic/

Mai l bbs@diskunion.co.jp

http://bibliophilic.jp

新春 お年玉バーゲン2012
1.1（日・祝）～1.3（火）
2012年もディスクユニオンは元旦から全店営業致します。

ニューイヤーバーゲン2012
1.4（水）～1.10（火）

中古セール情報

HIPHOP
TECHNO
HOUSE S A L E  I N F O R M A T I O N

2012 New Year!

柏店
〒277-0021
千葉県柏市中央町1-1 
TEL: 04-7164-1787 
E-mail :  dk@diskunion.co. jp
買取フリーダイヤル：0120-651-660
■営業時間 11:00～20:00
※提携駐車場有り

北浦和店
〒330-0061
埼玉県さいたま市浦和区常盤10-8-5
TEL: 048-832-0076 
E-mail :  dki@diskunion.co. jp
買取フリーダイヤル：0120-060-166
■営業時間 11:00～21:00
　　　　 　（日祝11:00～20:00）
※無料駐車場有り

吉祥寺店
〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-8-22
吉祥寺パレスビル2F
TEL: 0422-20-8062 
E-mail :  dkp@diskunion.co. jp
買取フリーダイヤル：0120-178-063
■営業時間 11:00～21:00

横浜西口店
〒220-0005
神奈川県横浜市西区南幸2-8-9
ブライト横浜ビル2F 
TEL: 045-317-5022 
E-mail :  dy2@diskunion.co. jp
買取フリーダイヤル：0120-553-421
■営業時間 11:00～21:00
※提携駐車場有り

渋谷クラブミュージックショップ
〒150-0042
東京都渋谷区宇田川町30-7 アンテナ21 4F
TEL: 03-3476-2627
E-mail :  dp1@diskunion.co. jp
買取フリーダイヤル：0120-662-090
■営業時間 11:30～21:00（日祝20:00）

新宿クラブミュージックショップ
〒160-0022
東京都新宿区新宿3-28-2 フクモトビル3F
TEL: 03-5919-2422 
E-mail :  ds5@diskunion.co. jp
買取フリーダイヤル：0120-066-238
■営業時間 11:00～21:00
             （日祝11:00～20:00）

池袋店
〒170-0013
東京都豊島区東池袋1-1-2 高村ビル4F
TEL: 03-5956-4550
E-mail :  dib@diskunion.co. jp 
買取フリーダイヤル：0120-455-741
■営業時間 11:00～21:00
　　　　　 （日祝20:00）

下北沢クラブミュージックショップ
〒155-0031 東京都世田谷区北沢1-40-7
柏サードビル
TEL: 03-5738-2971 
E-mail :  do9@diskunion.co. jp
買取フリーダイヤル：0120-620-595
■営業時間 11:30～21:00

年末カウントダウンセール

今年一年のご愛顧に感謝を込めてお届けする年末感謝セール。
12.23（金・祝）～12.30（金）

大晦日恒例 !  12.31（土）
ファイナルバーゲン 2011
一年で一番お得な一日！大晦日恒例のお買い得セールをディスク
ユニオン各店で終日開催。更にお得な時間限定タイムセールもあり！

BF 新宿ソウル/ブル－ス館

2F,3F
BF

渋谷中古センタ－
渋谷JAZZ /RARE GROOVE館

5F 渋谷パンク・ヘヴィメタル館

下北沢店



12.3
SAT

HIPHOP廃盤レコ－ドセール

【VINYL】今回もレアミドルから、GOLDEN ERA CLASSICS、
90年代マイナーもの出品予定 !

渋谷クラブミュージックショップ

日本語RAPセ－ル

【CD / VINYL】オークション市場をも賑わせる鬼レアなアイテ
ムを含めCD / RECORD一挙放出 !

新宿クラブミュージックショップ

HIP HOP RARE VINYL SALE！！

【VINYL】年末に相応しい、珠玉のMIDDLE、90’s CLASSIC、
90’sアンダーの人気VINYL100枚放出 !

横浜西口店

HIPHOP CDセール

【CD】今をときめく話題盤の数々 ! 日本語RAP多し !

池袋店

CHILL OUT GO HOME～フィーリング的音楽のススメ～

【CD】チルアウト～歌ものまで「落ち着きと温もり」をテーマ
にした癒し系CD特集。

池袋店

テクノ廃盤レコ－ドセール

【VINYL】MINIMAL・DETROIT・CHICAGOまで厳選放出 ! ディ
スクユニオン随一の展示量でお待ちしております !

渋谷クラブミュージックショップ

日本語RAPアナログセール

【VINYL】リターン・オブ・ザ・日本語RAP! 今をときめく話
題盤の数々 ! 乞う御期待◎

池袋店

ＭＩＮＩＭＡＬアナログセール

【VINYL】使える「即戦力確定」の好内容盤を厳選して出します。

池袋店

HIP HOP USED CD SALE

【CD】90’Sクラシックからマイナー盤、日本語RAPまで幅広
いセレクト ! レアアイテム含み100枚出品。

吉祥寺店

HIP HOP廃盤CDセール

【CD】名盤オリジナル～魅惑の未開拓盤まで珠玉の90’S銀盤
を一挙出品 !

新宿クラブミュージックショップ

NIPPON BREAKS & BEATS VINYL SALE

【VINYL】NIPPON BREAKS & BEATS WANT VINYL炸裂 !

池袋店

TECHNO RARE CD SALE!!

【VINYL】DETROIT / CHICAGOものなど廃盤・カルト盤一挙
出品 !!

下北沢クラブミュージックショップ

テクノ廃盤CDセール

【CD】テクノクラシック、アンビエント名盤から当店ならでは
の掘り起こしモノも……

新宿クラブミュージックショップ

NU DISCO廃盤レコ－ドセール

【VINYL】NU DISCO・RE-EDIT・BEATDOWNまでクラブでの
スピンを前提とした使えるアイテムを厳選放出 !

渋谷クラブミュージックショップ

HIP HOP RARE VINYL SALE!!

【VINYL】レア高額盤プラス内容を伴った年末セレクションで
開催 !!

下北沢クラブミュージックショップ

TECHNO RARE VINYL SALE!!

【VINYL】当店ならではのMINIMALセレクト !! 注目アイテム
多数 !!

下北沢クラブミュージックショップ

GANGSTA RAP RARE CD SALE！！

【CD】G-LUV掲載人気盤はもちろん、G-LUV以降のレア盤、
未開拓盤までお宝盤多数出品 !

横浜西口店

HIP HOP USED RECORD SALE

【VINYL】ミドルレア盤から90’S UNDERGROUNDまで年末に
相応しく、レア盤含み100枚出品。

吉祥寺店

HIPHOP廃盤レコードセール

【VINYL】定番90’Sから日本語RAPまでスタッフ厳選タイトル
を一気に出します !

柏店

HIP HOP 中古CD／レコードセール

【CD / VINYL】UNDERGROUND～ J-HIP HOP中心に厳選中古
VINYL100枚OVER! RARE CDも展示予定 ! 

北浦和店

BEATDOWN / NU DISCO VINYLセール

【VINYL】NU DISCO / RE-EDIT系に加えデトロイトハウス以
降のロウなサウンドもセレクト !

新宿クラブミュージックショップ

TECHNO廃盤レコードセール

【VINYL】90’S TECHNO / DETROIT～ MINIMALまで ! 廃盤オ
ンリー !

柏店

HIPHOP廃盤CDセール

【CD】海外HIPHOP、日本語ラップ入手困難盤から、人気廃盤
MIX-CDまで出品予定 !

渋谷クラブミュージックショップ

テクノハウス廃盤CDセール

【CD】テクノ、ハウス、デトロイトの廃盤をまとめて出品 !

渋谷クラブミュージックショップ

HIP HOP RARE CD SALE!! 

【CD】お約束のレア盤のみならず新発掘の流通極少盤など多数
あり♪

下北沢クラブミュージックショップ

HIPHOP廃盤レコ－ドセール

【VINYL】王道CLASSICSからUNDERGROUNDまでHIP HOP 
GOLDEN ERA廃盤を厳選出品 !

新宿クラブミュージックショップ
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HIPHOP ̶TECHNO̶HOUSE
2011 Dec. SALE INFORMATION


