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中古 CD レア・チェット特集 ◉ 永遠のカリスマ、チェット・ベイカー
関連中古 CDを一挙放出！ もちろんコレクターズ・アイテム、廃盤アイテ
ムも多数ご用意いたします！

JazzTOKYO  地図［B］　

池袋・ロック輸入廃盤レコードセール ◉ 12月一発目のロッ
クレコードセールは、EURO買付品を中心にレア盤大放出！ 王道ロッ
クのレアオリジナル盤、プログレ・サイケの幻のレア盤などまとめて出し
ます！

池袋店  地図［D］　

メタル廃盤 CD セール ◉ 当店恒例人気セール！ 今年もやります、
廃盤タイトル一気に放出！！！ 

池袋店  地図［D］　

お茶の水 BEATLES/STONES 中古レコード・セール 
◉ 国内盤～ UKオリジナル盤、各国盤まで厳選した廃盤レコードを一挙
放出します！

お茶の水駅前店  地図［B］　

旧規格／廃盤中古 CD セール ◉ 中古ロックを中心とした旧規
格／廃盤 CDセール！ 年末らしく200枚以上の大放出です！ 続 と々目玉
商品入荷しておりますのでご期待くださいませ！

お茶の水駅前店  地図［B］　

メタル廃盤中古 CD セール ◉ 年末恒例貴重盤、レア盤多数含
むメタル廃盤セール！ 国内帯付商品から輸入レア盤など多数取り揃えて
200枚以上放出予定！ ご期待くださいませ！

お茶の水駅前店  地図［B］　
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月
8
日（
土
）開
催



192012-2013 中古セール情報

中古 LP 廃盤セール第二弾！ ◉ 詳細は前日発表

お茶の水クラシック館  地図［B］　

SOUL, FUNK 『ULTIMATE』45s セール ◉ 45sファ
ン悶絶必至！！ MODERN SOUL～ DEEP FUNK～ DISCO & BOOGIE

～国内盤 EPまで間違いなく『超一線級』のアイテムのみを厳選。乞う
ご期待！！ 

お茶の水ソウル／レアグルーヴ館  地図［B］　

HIP HOP RARE VINYL SALE ◉ 未だフロアを揺らす鉄
板ミドルスクール～ 90'S CLASSICSまで、HIP HOPゴールデンエラに
放たれた珠玉の RARE VINYLを厳選出品！！！ 

北浦和店  地図［Q］　

ジャズ US 廃盤出品 PART2 ◉ 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 ］　

クラシック交響・管弦廃盤放出 ◉ 交響・管弦廃盤をまとめて
放出します。

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

ハードロック／ヘヴィメタル師走の廃盤 CD セール ◉ 年
末恒例、当店最大の廃盤 CDセール 1'80s国内廃盤中心に輸入廃盤含
み年末特大出品決定！

お茶の水ハードロック／ヘヴィメタル館  地図［B］　

日本のロック廃盤アナログセール！！ ◉ 70年代フ～ 90年代
まで…良質な新着廃盤アナログを一挙放出！！ 和モノや和ジャズも含め
た吉祥寺店得意のセール内容！！ 

吉祥寺店  地図［H］　

DANCE CLASSICS 廃盤レコード・セール ◉ 当店人気
セールは年末渾身のハイクオリティ！ 定番ラインからTOP WANTまで、
コレクト以上に使える黒皿を一挙 300枚の大放出！ 

渋谷クラブミュージックショップ  地図［G］　

12
月
8
日（
土
）開
催

PREMIUM BRASIL VINYLセール ◉ ユニオン No.1の
在庫量を誇るブラジル・レコード！ 総本山ならではの年末ビッグ・セール！ 

ボサノヴァからファンクまでズラリ良品をご用意いたします。

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　
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渋谷 ULTIMATE SOUL/FUNK 45s セール ◉ レア
FUNKから極上MODERN～NORTHERNまで幅広くセレクト！ 今、ニー
ズのあるものを厳選チョイスしてお届け致します。

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

J-POP 廃盤 CD セール ◉ J-POP／日本のロックのレア盤・廃
盤・貴重なインディーズ盤 CDを 200枚以上放出！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

プレミアム廃盤アナログ・セール VOL.1 ◉ 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。

渋谷中古センター  地図［G］　

METAL 中古 CD 廃盤 ･ レア盤セール ◉ 今年を締め括る
METAL中古 CDの貴重盤を大放出！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

HIP HOP 廃盤 CD セール！！ ◉ 入手難のレア盤はもちろん
新規未開拓盤、おススメ穴盤を CDアルバム中心に、それに加えて DJ 

KIYO/MUROなど一生ものの人気レアMIX CDを出品！！ 

下北沢クラブミュージックショップ  地図［F］　

ROCK/PROG RARE VINYL SALE ◉ とことんオ
リジナルにこだわる皆様に捧ぐ、RARE RECORD SALE！  ROCK-

CLASSICS稀少プレスからOBSCUREなものまで一挙に放出します。

下北沢店  地図［F］　

EU 廃盤セール ◉ ミドルクラス中心に、高額盤、激レア盤などを含
め大量放出予定。

新宿ジャズ館  地図［A］　

ピアノトリオ CD セール ◉ 輸入盤中心に 80年代以降の CDオ
リジナルのピアノトリオをまとめて出品致します。

新宿ジャズ館  地図［A］　
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GANGSTA RAP USED CD SALE ◉ コレクター悶絶
のMEGA RARE皿や人気の G-LUV掲載皿等、UED CD一挙放出！！ 

新宿クラブミュージックショップ  地図［A］　

DISCO, BOOGIE 廃盤 12" セール ◉ 超絶レア・プライ
ヴェート・ブギーを目玉に、必殺の DJツール、Loft～ Garageのレア・
クラシック、そしてオブスキュアー＆ニュー・ディスカバリーなコレクターズ・
アイテムまで、強力すぎるラインナップを一挙放出！！ 

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　

国内盤アナログセール ◉ ジャンルを超え帯付 LP、シングル盤が
大集結。厳選 200枚！ 

新宿中古センター  地図［A］　

年末 HEAVY METAL 廃盤 CD セール ◉ 今年最後の
HEAVY METAL 廃盤 CD放出いたします。ご来店お待ちしております。

新宿中古センター  地図［A］　

ももクロ一気出し！！ ◉ 鬼レア、激レア、手に入りにくい BOX物等中古 CD、DVDで年の瀬らしく一気出し♪

新宿中古センター  地図［A］　

新着プログレ中古 CD セール ◉ 年末セールにふさわしい良質な
タイトルをそろえて一挙出品いたします！

新宿プログレッシヴ･ロック館  地図［A］　

メロディアスハード CD セール ◉ メロディアスハード、ハード
ポップ、AORハード系の新着中古 CDをレア盤込みで一挙放出いたしま
す！

新宿ヘヴィメタル館  地図［A］　

新着中古ブルーレイ海外盤一挙大放出！！ ◉ 国内未発売タイトルからクライテリオンレストアの高画質ソフトまで、輸入盤ならではのラインナップを一挙大放出！ 

新宿本館3F 映画フロア  地図［A］　

80'S HARDCORE 廃盤レコード／ CD セール ◉ 80'S 
HARDCORE/PUNK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
8
日（
土
）開
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レゲエ廃盤レコード・セール年末特大スペシャル！ ◉ 今
年もやります！ レゲエ廃盤レコード･セール！ まずは見ない超お宝ヴィン
テージ・ルーツ&ダブ LPを気合いを入れてお届けいたします！ ご期待く
ださい！！ 

新宿本館4F ラテン･ブラジル･フロア  地図［A］　
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高音質盤中古 CD セール ◉ SACDや DVD-AUDIO等のハイエ
ンドなアイテムはもちろん最近人気の SHM-CDや BLUE-SPEC CDも
まとめて放出予定。とにかく「鳴り」のイイものをお探しなら要チェック
です。

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

インディ／オルタナティヴロック廃盤アナログセール ◉ 
90'Sオルタナティブ・ロックのレア盤在庫は当社随一！！ 質／状態とも
に極上の大型出品セールです！！ 

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 UK 廃盤アナログセール ◉ 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。

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

昭和歌謡中古 7 インチセール ◉ 魅惑の 7インチ、レア盤、人
気盤まとめて一挙放出！

新宿本館BF 日本のロック･インディーズ館  地図［A］　

ソウル新着中古 CD セール ◉ 廃盤から珍盤有り！ 新着ソウル中古 CDを一挙 100枚お出しします。

神保町店  地図［B］　

バッハ無伴奏バイオリンソナタ＆パルティータ特集 ◉ ヒストリカルから現代の名手まで、古今東西の名演奏を特集致します。

神保町店  地図［B］　

中古特典収納ボックス付紙ジャケ大放出セール！  ◉ 
ロック･プログレを中心に入手困難アイテムを含めた紙ジャケ特典ボック
ス付商品を一挙 50点オーバー出品します！ 

高田馬場店  地図［E］　

JAZZ 廃盤 CD セール ◉ 年末恒例 JAZZ廃盤 CDセール！ 和
JAZZ／フュージョン／モダンと幅広くお買い求め易い価格で揃えます。
商品紹介は近日ブログにて！ お楽しみに。

立川店  地図［J］　

ロック年末廃盤／レア盤 CD セール ◉ ゴールドCDを中心に
高音質盤が充実！ 他にもUSB-BOXからショップ限定 CD、人気の西独
盤など多数ご用意しております！ 詳細は後日ブログにて！

立川店  地図［J］　

ジャズ新着・廃盤レコードセール ◉ オリジナル盤、新着品まと
めて放出いたします。※詳細はブログにて公開予定です。

千葉店  地図［O］　

ジャズ新着 + 廃盤 CD セール ◉ 廃盤／レア盤を含む JAZZ
新着中古CDを…厳選 150点！ まとめて出品いたします。※レコードセー
ルと同日開催！！ 皆様のご来店をお待ちしております。

千葉店  地図［O］　

12
月
8
日（
土
）開
催
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J-POP 中古廃盤 CD セール！ ◉ J-POPから日本のロック、
インディーズ、歌謡曲などなど廃盤 CDをご用意致します！ 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］　

J-POP 中古廃盤アナログセール！ ◉ 90's以降の J-POP／
日本のロックを中心のラインナップで廃盤アナログをご用意致します！ 

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］　

R&B 新着中古レコードセール ◉ ここにきて、また盛り上がりを見せている FUNKY MIXシリーズやWICKED MIXシリーズ、今でも不動の人気を誇るタイトルのオリジ
ナル盤も含め、R&Bオンリーの新着品をどどーんと放出！ お求めやすいお値段多めです！！ 

町田店  地図［K］　

TECHNO 新着中古レコードセール ◉ 担当スタッフ厳選！ 中古レコード放出！ NU DISCO/DEEP HOUSEを中心に DETROIT/CHIVAGO/90'S TECHNOまで！ 一
挙放出！

町田店  地図［K］　

JAZZ ピアノトリオ・廃盤 CD セール ◉ ピアノトリオ中心に、
ホーン系、ヴォーカル系、フュージョン系などの廃盤 CDやちょっと珍し
いモノなど放出致します！！！ 

横浜関内店  地図［L］　

ロック廃盤 CD セール ◉ ロック廃盤中古CD一挙放出致します！

横浜西口店  地図［M］　

HIP HOP RARE RECORD セ ー ル ◉ MIDDLE 
SCHOOL、90's CLASSIC、90'sUNDERGROUNDのレア盤、人気盤
多数放出！！ 

横浜西口店  地図［M］　

ロック ･プログレ廃盤 & 新着中古 CD セール ◉ 今となっ
ては入手困難な廃盤モノから人気盤まで新着品もあわせて良質品を厳選
出品いたします！

横浜関内店  地図［L］　

ジャズ廃盤 CD 出品 ◉ いつのまにか見なくなっていたあれこれが
ここに。見つけたときが買い時です！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

PUNK 廃盤中古 CD セール ◉ PUNK中古 CD廃盤セール久々に開催！ お手頃価格盤を中心に放出！

横浜西口店  地図［M］　

HIP HOP 廃盤 CD セール ◉ 90年代 CLASSIC廃盤中心に良質盤多数放出！！ 

横浜西口店  地図［M］　

12
月
8
日（
土
）開
催
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9
日（
日
）

開
催
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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 ］　

ロック廃盤アナログセール VOL.1 ◉ 12月頭の第一弾。新着
ロック／プログレの廃盤アナログをどばっと放出致します！！ 

吉祥寺店  地図［H］　

WORLD MUSIC ちゃんぷるー CD セール ◉ 世界中の
グルーヴ、美女、イケメン、変なおじさん etc…。国やジャンルも全てごちゃ
混ぜ＝ちゃんぷるーでお届けする中古 CDセール！

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

60-70sROCK 廃盤 CD セール ◉ 人気の旧規格帯付から希
少な廃盤まで、オール・プレミアムな内容で放出します！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

METAL 中古レコード廃盤・レア盤セール ◉ 今年の年末の
METALレコードは熱い！ NWOBHMを中心にレア盤大放出です！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

TECHNO/HOUSE 廃 盤 CD セ ール！！ ◉ DETROIT/
CHICAGO、初期インテリジェンス・テクノ、カルト NU-DISCO、国内
帯付廃盤まで、激コア内容で一挙出品！！ 

下北沢クラブミュージックショップ  地図［F］　

廃盤／旧規格中古 CD セール ◉ 廃盤、箱帯等の旧規格モノな
どアンティークな逸品をまとめて放出予。定年末だからこその豪華ライン・
ナップを予定しております。乞うご期待！

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

パンク／パワーポップ廃盤アナログセール ◉ 70's PUNK/
POWER POP/PUB ROCK/NEO MODS/NEO GARAGEの廃盤を大量
出品！ 前のめりなビートマニアは何を置いても参加するべき、当店初にし
て最高のアナログセール！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

へヴィ･メタル／ハード ･ ロック中古 CD 新着放出セール 
◉ 70年代ハード・ロック、80年代王道からスラッシュ、デス、ブラック、
ジャパメタなどメタルオールジャンルで廃盤、オリジナル盤、旧規格帯付な
どレア盤含む新着中古 CD一挙投入！

横浜関内店  地図［L］　

12
月
9
日（
日
）開
催


