
92012-2013 中古セール情報

11
月
23
日（
金・祝
）開
催

地図［P46-47参照］

diskunion

2012-2013 中古SALEカレンダー
JazzTOKYO 二周年記念！ 中古 CD 廃盤特集！ ◉ お
かげさまで JazzTOKYOもオープン二周年！ この日に相応しく、大物コ
レクターズ・アイテム揃い踏みの豪華ラインナップにて皆様のご来店をお
待ちしております！

JazzTOKYO  地図［B］　

JazzTOKYO 二周年記念！ US 廃盤レコード・セール ◉ 詳しくは巻頭「注目の廃盤大セール」のページにてご確認ください。

JazzTOKYO  地図［B］　

お茶の水年末紙ジャケセール VOL.1 ◉ 廃盤中心に紙ジャケ
中古 CDを約 200枚放出致します。

お茶の水駅前店  地図［B］　

お茶の水 FOLK/SSW/SWAMP ROCK レコードセール ◉ 詳しくは巻頭「注目の廃盤大セール」のページにてご確認ください。

お茶の水駅前店  地図［B］　

SOUL,RARE GROOVE US 買 付 LP 放 出 セ ール 
◉ リニューアルオープン 2周年記念！ 60'S～ 70'S往年の名作をメイン
に知られざる未開拓盤まで ヴィンテージ&クラシカルなUS直送アイテム
を大放出！！ 

お茶の水ソウル／レアグルーヴ館  地図［B］　

JAZZ 廃盤アナログセール ◉ 最新入荷廃盤レコードを一斉
200枚以上放出いたします！

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

SOUL, FUNK 廃盤 45s セール VOL.1 ◉ ディガー＆
DJ's悶絶の Killer Funk45に極上の Modern Soul & X-Over、コレク
タブルな Rare Northern、そしてOYA-Gコレクターも悶絶の Group～
Deep～ Southern Soulまで、レア＆エクスペンシヴからロウ・プライス
と濃厚濃密に一挙放出♪

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　
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プレミアム US 廃盤アナログセール第 1 弾 ◉ 新宿本館 7F
の 2012年の年末セールは総数 18本！ その幕開けである本セールでは、
新着USオリジナル盤を超大量放出！ 60年代＆70年代ロックを中心に、
名盤、美品を一気に出します！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

DISCO/BOOGIE 12inch SALE ◉ GARAGE/LOFT 
CLASSICはもちろん、DISCO RAP、ITALOそしてちょっと際モノまで、
渋谷ならではの品揃えでお届けいたします。

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

ヴォーカルセール ◉ 詳しくは巻頭「注目の廃盤大セール」のページにてご確認ください。

新宿ジャズ館  地図［A］　

BLUES US 買付 LP 放出セール VOL.1 ◉ 今回は極秘
裏に BLUES LPの US買付を敢行しました！！ まずは 11.24（土）に第 1

弾（前哨戦）として、お買い得～な価格帯を中心に、レギュラープライス
品も多数織り交ぜて一挙出展！！！ 

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　

メタルレコードセール第一弾 ◉ 人気の帯付国内盤からマイナー
な輸入盤まで新着レコード一挙放出いたします！ 12/22（土）にもメタル
レコード第二弾放出予定です！

新宿ヘヴィメタル館  地図［A］　

AVANT-GARDE レア盤アナログセール ◉ 毎月恒例アヴァンギャルド・アナログセール！！ 実験精神爆発の世界中のユニークな音楽ばかり集めました！！ 

新宿本館6F インディ／オルタナティヴ･フロア  地図［A］　

中古 LP 廃盤セール第一弾！ ◉ 詳細は前日発表

お茶の水クラシック館  地図［B］　

クラシック書籍新着セール ◉ クラシック作曲家の評伝、名演奏家の自伝、ディスクガイドなど絶版を中心に新着品を一挙放出！！ 

神保町店  地図［B］　

池袋 邦楽廃盤レコードセール ◉ リニューアル後、初！ 二名敦
子の「PLAY ROOM」（帯付！ ）を始め少量ながら和モノ／グルーヴ～ス
キャット～ LIGHT MELLOW～歌謡曲～ロックなどの貴重盤を7inch／
LP織り交ぜて放出します！

池袋店  地図［D］　

池袋・廃盤／旧規格／高音質 CD セール ◉ ロック・プログ
レを中心に、人気の廃盤・旧規格タイトル～入手困難な SACDなどまと
めて放出いたします！

池袋店  地図［D］　

60-70sROCK 新着廃盤アナログ・セール ◉ 60-70sロッ
ク、プログレを中心に最新入荷レア・アイテムを一斉放出！！

渋谷中古センター  地図［G］　

11
月
23
日（
金・祝
）開
催

12
月
1
日（
土
）開
催

11
月
24
日（
土
）開
催
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中古 CD ピアノ・トリオ特集！ ◉ 目玉コレクターズ・アイテム
数点に加え、この 2012年にリリースされた新作アイテムも多数ご用意！ 

そのほか人気アイテム中心に一挙放出！ 今年一番のピアノ・トリオ特集を
お見逃しなく！

JazzTOKYO  地図［B］　

欧州廃盤レコード・セール ◉ 詳しくは巻頭「注目の廃盤大セール」のページにてご確認ください。

JazzTOKYO  地図［B］　

お茶の水国内盤レコードセール VOL.17 ◉ 詳しくは巻頭「注目の廃盤大セール」のページにてご確認ください。

お茶の水駅前店  地図［B］　

中古 CD  西独盤／旧規格セール ◉ いつになっても大人気の西独盤を筆頭に一挙大放出☆

お茶の水クラシック館  地図［B］　

SOUL, RARE GROOVE 『プレミアム』 LP セール
◉ 2012年最大のハイライト！！ 内容、レア度ともに三ツ星クラス、世界
基準のTOP WANT盤が大集結！！ 一期一会の極美品や禁断のシールド・
コピーも登場する『PREMIUM』な一日をお見逃しなく！！ 

お茶の水ソウル／レアグルーヴ館  地図［B］　

師走の疾走スラッシュ・メタル中古 CD セール ◉ 師走に
疾走！ 廃盤／レア盤込みでスラッシュ系中古 CDをザクザク放出！！ 

お茶の水ハードロック／ヘヴィメタル館  地図［B］　

12
月
1
日（
土
）開
催

ジャズ US 廃盤出品 PART1 ◉ 年末は US廃盤をどんどんお
出しします。ご期待下さい！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

クラシック室内・器楽廃盤出品 ◉ 器楽曲・室内楽曲廃盤をま
とめて放出します。

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

60's-10's ROCK 廃盤レコードセール！！ ◉ 60's-70'S 
ROCK、INDIE/ALTERNATIVE ROCK同時開催！！ それぞれ年末に相
応しいプレミアムな内容でレア盤／人気盤一挙出品いたします！！ 

北浦和店  地図［Q］　
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HIP HOP 廃盤レコード・セール ◉ DOPE AND A GUN/
WHO GOT THE FLAVA？ を筆頭に TOP WANT盤から定番まで一挙
300まで TOPクオリティにて大放出！

渋谷クラブミュージックショップ  地図［G］　

JAZZ 廃 盤レコード ･スペシャル VOL.1 ◉ USから
EUROPAまで年末ならではのスペシャルなラインナップで大放出いたし
ます！

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

JAZZ 廃盤 CD セール ◉ 廃盤人気タイトルから、気が付くと見
なくなってしまったアイテムまで一斉放出いたします！

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

AOR/SOUL 廃盤 LP セール ◉ 定番ものから希少なものまで、
世界各国の気持ち良いグルーヴを集めて放出させていただきます！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

SOUL/BLUES 廃盤 CD セール ◉ レア盤／廃盤中心に
SOUL/BLUES廃盤 CD100枚以上放出致します！

渋谷中古センター  地図［G］　

HARDCORE 中古レコード廃盤・レア盤セール ◉ 国
内外の 80'S HARDCOREレア盤を放出！ 年末ならではの貴重盤を出
します！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

下北沢 HEAVY METALセール〜師走編・第 1 弾〜 ◉ ヘヴィメタル不毛の地、下北沢メタル化計画！ 

下北沢店  地図［F］　

年末！！ 紙ジャケ大量放出祭！！ ◉ 吉祥寺店恒例の紙ジャケ
セール、年末特大号。出品枚数は300枚OVERを予定しております。紙ジャ
ケ BOX、特典帯付、廃盤、定番各種ご用意いたします！！ 

吉祥寺店  地図［H］　

12
月
1
日（
土
）開
催
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HIPHOP PREMIUM RARE VINYL SALE 
◉ 年末に相応しく、RARE MIDDLE／ RANDOM RAP等、タイトル通
り“PREMIUM” な内容でお届け！！！ 

新宿クラブミュージックショップ  地図［A］　

ジャズ廃盤 CD セール ◉ 国内帯付や輸入盤の人気廃盤から激レ
ア盤まで、今年も圧倒的な品揃えで開催します。

新宿ジャズ館  地図［A］　

US 廃盤セール ◉ 詳しくは巻頭「注目の廃盤大セール」のページにてご確認ください。

新宿ジャズ館  地図［A］　

究極の SOUL, RARE GROOVE 廃盤 LP セール ◉ 詳しくは巻頭「注目の廃盤大セール」のページにてご確認ください。

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　

ROCK/PROG オリジナル盤アナログセール
◉ U.S.オリジナル盤を中心とした本年ラストを飾るレア盤大会！ 

新宿中古センター  地図［A］　

いにしえの和ジャズ CD 特集〜其乃四〜 ◉ 今回で 4回目となりますが、まだまだ掘り下げます！！ 傑作や人気盤そしてレア盤の和ジャズ、和フリー、和フュージョンを
出品致します。

新宿中古センター  地図［A］　

ソウル廃盤中古 CD セール年末スペシャル ◉ 毎月恒例の廃盤セールですが、年末なんでいつもの倍以上出品しちゃいます。50枚確実。ご期待下さい♪

新宿中古センター  地図［A］　

MELODIC 廃盤レコード／ CD セール ◉ MELODIC/POP 
PUNK系の新着廃盤レコードとCDをまとめて出品致します！

新宿パンクマーケット  地図［A］　

12
月
1
日（
土
）開
催

プログレ中古紙ジャケット CD セール ◉ まだまだ人気の紙
ジャケットをまとめて出品！ 限定特典ボックスやミニチュア帯付も一緒に
ご用意します。ご期待ください。

新宿プログレッシヴ･ロック館  地図［A］　

廃盤 CD セール ◉ 今年も開催！ 年末恒例廃盤 CDセール！ 帯付
国内盤中心に廃盤 CD一挙放出いたします！

新宿ヘヴィメタル館  地図［A］　
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プレミアム・ブラジル廃盤 CD セール！ ◉毎年恒例ブラジル
廃盤中古 CDセール！ 今年は質・量ともに過去最高レベルのクオリティー
でお届け！ 60～ 70年代の音源廃盤から近年のMPBのレア盤まで！
 

新宿本館4F ラテン･ブラジル･フロア  地図［A］　

特典付紙ジャケット中古 CD セール第一弾 ◉ 特典 BOXや
ミニチュア帯など特典付の紙ジャケット CDのみをまとめて放出する本館
5Fの名物セール。年末ならではのスペシャルなライン・ナップをご用意し
て皆様をお待ちしております。

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

AVANT-GARDE レア盤アナログセール ◉ 毎月恒例アヴァンギャルド・アナログセール！！ 実験精神爆発の世界中のユニークな音楽ばかり集めました！！ 

新宿本館6F インディ／オルタナティヴ･フロア  地図［A］　

プレミアム US 廃盤アナログセール第 2 弾 ◉ プレミアムな
USオリジナル盤を大放出！ メガレアタイトル・美品を出し尽くし！ プロ
モ盤・テストプレスも超大量！ とにかく今年一番の US廃盤祭りです！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

日本のロック廃盤中古 LP セール ◉ 年末恒例廃盤 LPセール。
レア盤、人気盤まとめて出します！

新宿本館BF 日本のロック･インディーズ館  地図［A］　

ROCK 廃盤中古 CD セール ◉ 高音質盤あり！ ロック廃盤中
古 CDを一挙 100枚お出し致します。

神保町店  地図［B］　

12
月
1
日（
土
）開
催

中古サントラ CD 廃盤・貴重盤・限定盤特集 ◉ 映画フロ
ア毎年恒例、中古サントラ CD廃盤･貴重盤･限定盤特集開催致しま
す！！ 今回もレア盤多数大放出致します。お見逃しなく！ 

新宿本館3F 映画フロア  地図［A］　
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ロシアンピアニスト稀少盤 CD セール ◉ ソフロニツキー、
S.ネイガウス、グリンベルクなどロシアの名ピアニストの国内帯付の稀
少盤を特集致します。

神保町店  地図［B］　

オペラ稀少盤 CD セール ◉ 歌詞対訳付の国内盤、歴史的録音の稀少盤を取り揃えました。

神保町店  地図［B］　

REGGAE 新着中古レコードセール ◉ オリジナル盤含む中古レコード約 100枚予定！！ 

高田馬場店  地図［E］　

WORLD 新着中古レコードセール ◉ オリジナル盤含む BRASIL中古レコード約 50枚予定！！ 

高田馬場店  地図［E］　

2012 歳末テクノ中古 CD セール！ ◉ 最新作から廃盤まで、輸入盤に国内帯付、約 100枚ご用意します！ デトロイト、ミニマル、アンビエント etc.etc.詳細は当店ブ
ログにて発表いたします。

立川店  地図［J］　

ロック廃盤レコードセール ◉ 国内帯付、国内 7インチ、各国
オリジナル盤取り揃えて放出いたします。 ※詳細はブログにて公開予定
です。

千葉店  地図［O］　

ネオアコ／ギターポップ中古廃盤アナログセール！ ◉ ネ
オアコセールやります！ オブスキュアものよりクラシックなものを。特
に SARAHは単独セールを開催しようかと悩んだぐらいの充実の内容！ 

7"/12"/LPでご用意致します。整理券 10：00より当店入口にて配布致し
ます。

中野店  地図［C］　

PUNK 中古廃盤 CD／アナログセール！ ◉ ハードコア／サ
イコビリー／ジャパコアなどCD／アナログまとめて放出致します！ 整理
券は 10：00より当店入口にて配布致します。

中野店  地図［C］　

12
月
1
日（
土
）開
催

JAZZ 新着中古レコードセール ◉ モダン／メインストリーム中心に新着 300枚を出品致します。

町田店  地図［K］　

JAZZ ギター中古 CD セール ◉ ギター物ばかり 300枚出品致します。レアものも少々あり！

町田店  地図［K］　

SOUL 廃盤レコードセール ◉ サザン／ディープからノーザン～レアグルーヴものまで、まとめて 200枚放出いたします！

町田店  地図［K］　

METAL 新着中古 CD セール ◉ 国内外・新旧問わず廃盤含む新着中古 CDをまとめて放出！

町田店  地図［K］　

国内盤廃盤アナログセール ◉ 国内帯付、帯なし廃盤レコードを
年末前のドドドっと出します！ 60S-70Sの王道レア盤から 80Sパンクの
帯付まで、まさにコレクタブルな内容です！ 12月最初の週末は関内店が
熱い！！！ 

横浜関内店  地図［L］　



16 2012-2013 中古セール情報

GANGSTA RAP RARE CD セール ◉ G-LUV掲載のレ
ア盤、人気盤を中心に血眼盤多数放出！！ 

横浜西口店  地図［M］　

J-POP 廃盤中古 CD セール ◉ J-POP中古 CD定番廃盤を中心に久しぶりの放出です！

横浜西口店  地図［M］　

FREE JAZZ LP/CD 出品 ◉ あなたの頭を揺さぶる衝撃の音
が集結。

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

クラシック西独・旧規格盤放出 ◉ 恒例西ドイツ盤、旧規格盤
をまとめて放出します。

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

国内見本盤 7" セール！！ ◉ 見本白ラベル 100枚 OVER放出を
中心に見本青ラベ、プロモ限定盤など、極美品盤ばかりを 150枚放出
致します！！ この冬、当店きってのお薦めセールです！！ 

吉祥寺店  地図［H］　

BLUES US 買付 LP 放出セール ◉ シカゴ～テキサスの大定
番からマイナー作品まで、希少価値の高い状態良好品や同アーティストの
カタログも多数揃う見逃し厳禁のブルース祭り！！ 

お茶の水ソウル／レアグルーヴ館  地図［B］　

SOUL/RARE GROOVE 廃 盤 CD セ ール ◉ SOUL/
RARE GROOVE廃盤アイテムを中心に “廃盤じゃないけど入荷頻度が低
め ”なアイテムもセレクト。ニーズの高いMIX-CDもご用意致します♪

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

12
月
1
日（
土
）開
催 ロック廃盤アナログセール ◉ ロック良質な廃盤中古アナログ

セール開催致します！

横浜西口店  地図［M］　

クラシック中古 CD 高音質盤セール ◉ エソテリック、XRCD、
ゴールドCDなど様々な高音質盤を厳選出品いたします！

横浜関内店  地図［L］　

12
月
2
日（
日
）開
催
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80s 〜 90s ROCK 新着廃盤アナログ・セール ◉ 80s 
NEW WAVE～ POST PUNK、ネオアコ、ギターポップを中心に定番も
のから希少盤まで一斉放出！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

70'S PUNK 中古レコード廃盤・レア盤セール ◉ 年末の
70'S PUNK中古レコード廃案セールならではのメガレア盤出します！ ご
期待ください。

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

廃盤紙ジャケット中古 CD セール第一弾 ◉ 中古市場で高騰
を続ける紙ジャケット CD。入手困難な「廃盤」のタイトルのみをまとめ
て放出予定。長年探していたレアな逸品にも本館なら出会えるハズ。紙
ジャケ愛好家は必見です。

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

ロック・メモラビリアセール ◉ この日の新宿本館 7Fはさながら
ロックミュージアム！ GENESIS出版豪華本などの貴重書籍、ツアーパ
ンフレット、ゴールドディスク、ポスター、その他レアグッズ、まとめて出品！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

日本のロック廃盤レア盤中古 CD セール ◉ 昭和歌謡から
80年代日本のロックまで。廃盤レア盤まとめて出します！

新宿本館BF 日本のロック･インディーズ館  地図［A］　

12
月
2
日（
日
）開
催

12
月
8
日（
土
）開
催

ボーカル廃盤レコード・セール ◉ US盤はもちろん、ヨーロッ
パ各国盤も取り揃えております。今回は女性ボーカルだけでなく、男性ボー
カルもご用意いたしました。

JazzTOKYO  地図［B］　

エロティック＆カルト映画中古 DVD 特集！！！  ◉ 年末にゆっくり楽しみたい担当オススメのエロティック＆カルト作品を特集いたします。

新宿中古センター  地図［A］　

12
月
7
日（
金
）

開
催


