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中古レコード ECM ／ギター特集 ◉ JazzTOKYO恒例の 2大
セールをW開催！ 良質タイトル多数取り揃えております！

JazzTOKYO  地図［B］　

池袋・ロック国内廃盤レコードセール ◉ レアな帯付タイトル
はもちろん、お買い得なものまで一気に大放出！

池袋店  地図［D］　

オールジャンル絶版本・希少本放出セール ◉ オールジャンルの単行本、写真集、スコアなどの絶版本・希少本を放出いたします。

池袋店  地図［D］　

AOR ／メロディアス・ハード中古 CD セール ◉ AOR/
MELODIOUS HARDの廃盤～お求めやすい価格の物まで 200点以上
の放出を予定しております。

お茶の水駅前店  地図［B］　

お茶の水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。

お茶の水駅前店  地図［B］　

中古 CD  高音質盤セール ◉ ESOTERIC廃盤商品を含めた良質
高音質セール

お茶の水クラシック館  地図［B］　

DISCO & BOOGIE 『ULTIMATE』 12" セ ール ◉ 
世界市場でも入手困難を極める IN-DEMANDな極上盤多数。NY～
ITALOのみならず全ての 12"ファンを手中に収める『最高 &最強』のク
オリティーでお送りいたします！！ 

お茶の水ソウル／レアグルーヴ館  地図［B］　

スラッシュ・メタル中古 CD セール ◉ スラッシャー要注目！ 80'Sカルトスラツシュからモダンオールドスクースラッシュまで良質良品 100枚以上をまとめて大放出！！ 
THRASH METAL NEVER DIE！！ 

お茶の水駅前店  地図［B］　

DEATH 系廃盤セール冬の陣 2012 ◉ 勿論、今年の冬も
やりますデス系廃盤セール！！ DEATH、BLACK、GRIND系の邪悪な
廃盤／レア盤をどっさり放出！！ 

お茶の水ハードロック／ヘヴィメタル館  地図［B］　

SOUL/RARE GROOVE 廃 盤 レ コ −ド セ −ル ◉ 
SOUL/RARE GROOVE/JAZZ FUNK/SPIRITUAL JAZZ/SAMPLING 

SOURCE等のオリジナル盤を中心に年末に相応しくレアな、そして黒さ
に拘ったヴァイナルを厳選放出！

北浦和店  地図［Q］　
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クラシック高音質盤特集 ◉ ESOTERICをはじめクラシック高音
質盤を集めました。

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

HIP HOP 廃盤 MIX-CD セール ◉ DJ MURO、DJ KIYO、
DJ KOCOを筆頭に HIP HOPの真骨頂 MIX厳選放出！

渋谷クラブミュージックショップ  地図［G］　

和ジャズ・和モノ レコードセール ◉ 和ジャズ、和モノ…最近
のトレンドは正に『和』ですが、それならば当店は両方を同日放出致しま
す！ 国内ならではのサウンドに酔いしれて下さい。

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

90s 〜 00s ROCK 新着廃盤アナログ・セール ◉ 90s 
ALTERNATIVE ROCK～ POST ROCK,BRITPOP,グランジ～ '00年代
まで一斉放出！！！

渋谷中古センター  地図［G］　

J-POP 廃盤アナログ・セール ◉ J-POP／日本のロックのレ
ア盤・廃盤レコードを一挙放出！！

渋谷中古センター  地図［G］　

INDIE ALTERNATIVE 廃盤 CD 放出セール ◉ 80's-10's 
ROCK NEW WAVE SHOEGAZER ELECTRONICA POSTROCKの廃
盤 CD放出いたします！！ 内容はもちろん年末スペシャルです！！！ 

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.2 ◉ 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］　

ROCKABILLY/PSYCHOBILLY 中古レコード廃盤・
レア盤セール ◉ 選りすぐりの ROCKABILLY/PSYCHOBILLYレア
盤レコードを出します！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

DEATH/BLACK 中古 CD セール ◉ 新着 DEATH/BLACK中古 CDを出します。詳しくは当店ブログをチェック！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

HIP HOP/R&B 廃盤レコードセール！！ ◉ 盛り上がりを
見せるコレクトわらしべ長者のターゲットであるCLASSIC盤／定番の美
品に 90'Sレア盤 &長ぁ～く愛せる歌もの極上盤など織り交ぜて開催！！ 

下北沢クラブミュージックショップ  地図［F］　

ジャズ US 廃盤出品 PART3 ◉ 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 ］　

12
月
15
日（
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オブスキュア 70's punk LP&7inch 放出セール！！ 
◉ 世界各国に散らばったオブスキュアな 70's punk bandの LPと 7inch

を 100枚大放出！！ KBD,BTF収録のコレクターが血眼で探す激レア盤
をご用意しております。

下北沢店  地図［F］　

日本語 RAP SALE ◉ さんぴん世代～現行シーンの廃盤や人気
盤、あまり見かけない珍盤等 CD/RECORD一挙放出！！ 

新宿クラブミュージックショップ  地図［A］　

フリージャズセール ◉ EUフリ－、USフリ－、国内オリジナルな
ど多彩な品揃えで放出予定！

新宿ジャズ館  地図［A］　

BLUES US 買い付け LP 放出セール VOL.2  《廃盤
LP 編》 ◉ そして･･･いよいよ満を持してヴィンテージなレア LP厳選出
展！！！  US買付品に加えて同時進行の国内仕入れ品も追加！！ コレク
タブルなハイ・プライス品を多数ご用意！！！  専門スタッフ擁する当店だ
からこそのラインナップにご期待ください！！ 

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　

ROCK 高音質 CD セール ◉ 人気の SACD,MOBILE FIDELITY
等高音質盤を集めてお届けする良い音まつり！ レア盤も出します。

新宿中古センター  地図［A］　

INDIE/ALTERNATIVE ROCK アナログ・セール ◉ 
90年代以降の INDIE/ALTERNATIVE ROCKの廃盤／レア盤／人気盤を
150点放出！

新宿中古センター  地図［A］　

70'S PUNK 廃盤レコード／ CD セール ◉ 70'S PUNK/
POWERPOP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］　
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北欧中古 CD 祭り ◉ 年明けに開催のヨーロピアン・ロック・フェ
スにちなんで北欧アーティストをまとめてご用意いたします。この機会に
ぜひ。

新宿プログレッシヴ･ロック館  地図［A］　

NWOBHM ／正 統 派／パワーメタル CD セール ◉ 
NWOBHMの時代から現代まで受け継がれる正統派スタイルを中心にパ
ワー／スピードメタル系、テクニカル／プログレッシヴ系なども込みで各
国バンドの新着中古 CD一挙放出いたします！

新宿ヘヴィメタル館  地図［A］　

中古サントラ CD 和モノ特集 ◉ 邦画、TVドラマからアニメ、特撮、ゲームミュージック etc、我が国が誇るサウンドトラックを一挙大放出！ 

新宿本館3F 映画フロア  地図［A］　

アフリカ・ヴィンテージ・レコード・セール！ ◉ 今最も熱
いジャンル＝アフリカのヴィンテージ・ヴァイナルに焦点を当てた驚愕の
セール！

新宿本館4F ラテン･ブラジル･フロア  地図［A］　

ビートルズ廃盤／貴重盤中古 CD セール ◉ ビートルズのレ
ア・アイテムのみを集めた本館伝統の中古 CDセール。プロモ・オンリー
や廃盤、旧規格等、今年を締めくくるに相応しいプレミアム・アイテム目
白押しです。

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

NEW WAVE ／インディ／オルタナティヴ廃盤 CD セール ◉ 80年代の新着廃盤 CDを一挙出品致します！！ レアな帯付から市場に出回らなかった限定アイテ
ムまで！！ 

新宿本館6F インディ／オルタナティヴ･フロア  地図［A］　

ビートルズ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］　

90 年代以降日本のロック・J-POP 中古レコードセー
ル ◉ 90年代以降のレアアナログ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］　

ロシア稀少ピアノ編曲楽譜セール ◉ ロシアで近年まとめて出版された、様々なピアノ用編曲の楽譜を一挙放出！

神保町店  地図［B］　

HIP HOP USED CD SALE ◉ 90'S UNDERGROUNDからクラシック、人気MIXCD廃盤タイトルまで幅広い内容で 100枚を出品。

高田馬場店  地図［E］　

J-POP／日本のロック廃盤セール ◉ 昭和歌謡から 2000年
代まで。廃盤貴重盤をこの日の為に集めました。CD中心ですがレコも少
量ですが出します！ 商品紹介は近日ブログにて！ お楽しみに。

立川店  地図［J］　

ROCK 廃盤中古アナログセール！ ◉ 60's～ 70's ROCKか
ら 80's/90's/00'sまで！ ロック廃盤まとめて出します！ 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］　

80s インディーズメタル／パンク中古セール ◉ 80年代日
本インディーズシーンのメタルやパンクの廃盤含む新着入荷 CDや当時の
インディーズ雑誌、また入手困難なビデオなど約 100点で大特集！！ 

千葉店  地図［O］　

12
月
15
日（
土
）開
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ロック ･プログレ廃盤レコード ･ セール ◉ ロック･プログ
レ廃盤レコード、UK/US-ORIGINAL 盤、国内盤、ありったけ出しま
す！！！！！ 

横浜関内店  地図［L］　

和ジャズ・レアグルーヴレコードセール ◉ RAREGROOVE
は帯付美品の SPIRITUAL最高峰をはじめ、和ジャズはレアな自主盤や
マイナーレーベル、帯付人気盤が目白押し！

横浜関内店  地図［L］　

年末恒例  メタル廃盤中古 CD セール ◉ 国内・輸入盤の入
手困難なレア盤 CDを一挙放出致します！

横浜西口店  地図［M］　

日本語ラップ CD & RD 廃盤セール ◉ 日本語ラップの廃盤 CD、RECORDを一挙放出！！ 

横浜西口店  地図［M］　

SOUL RECORD 良質新着盤放出セール ◉ 人気ネタ盤を中心に新着良質盤一挙放出！！ 

横浜西口店  地図［M］　

ジャズピアノトリオ CD 出品 ◉ 当店の人気セールです。お出し
するのはもちろんピアノトリオのみ！

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 ］　

REGGAE プレミアムアナログセール ◉ 久々の REGGAE
セール！ SKA、ROOTS、DUB、DANCEHALLと幅広く放出！ 加えて
7inchも同時に放出致します！ 隠れたレア盤も用意致します！ 是非！！ 

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

高音質 & 希少アナログ・セール ◉ MOBILE FIDELITYや
DCC等の高音質盤／ 90年代以降、CDの時代にプレスされた希少盤を
一挙放出。

渋谷中古センター  地図［G］　

THRASH 中古 CD セール ◉ 新着 THRASH METAL中古 CDを出します。詳しくは当店 BLOGをチェック！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

MINIMAL 廃盤レコードセール！！ ◉ 当店専門分野といえば
MINIMAL！！ あまり知られていない穴場作品、レア盤から再評価高まる
ものまで、「アングラ」縛りで一挙出品！！ 

下北沢クラブミュージックショップ  地図［F］　
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月
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土
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輸入廃盤／サイト限定盤中古 CD セール ◉ サイト限定品を
中心にプロモ盤や廃盤などレア・アイテムをまとめて放出予定。国内では
なかなかお目にかかれない貴重盤満載で放出予定！

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

ビートルズの遺伝子 ◉ 本年リリースされた名著「ビートルズの遺伝
子」。こちらの掲載アイテムはもちろん、ビートルズの影響を受けたアーティ
ストのレコードを、年代に関係なくセレクトし出品する異色の廃盤セール！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

J-POP／日本のロック廃盤 CD セール ◉ 人気の廃盤含む
良質盤を厳選放出いたします！

横浜関内店  地図［L］　

フリージャズ廃盤レコード・ギガセール ◉ 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］　

池袋・紙ジャケ CD セール ◉ 特典 BOX付はもちろん、人気廃
盤タイトルなどまとめて放出！

池袋店  地図［D］　

池袋クラシック館オープン記念 年末レアもの一斉放
出！！ ◉ 池袋店内に登場！ 今年イチバンフレッシュなクラシック専門
館から人気のアレコレ飛び出します！ 池袋ならではのコアなアイテムから
【？】な奇盤までどうぞご堪能ください！！！ 

池袋店  地図［D］　

80's ポップス中古 CD セール ◉ 懐かしの 80Sポップスの中古 CDをお求めやすい価格の物中心～意外と見かけないものまで 100点以上放出致します。

お茶の水駅前店  地図［B］　

ソウル／インディソウル廃盤 CD セール ◉ 祝！ 今年も開催
決定！ 人気の帯付国内廃盤や激レア輸入盤といったソウルの廃盤はもち
ろんのこと、今回はインディソウルの廃盤も同時出展！ ソウル廃盤 CD

専門スタッフ特選の通なアイテムも盛りだくさんです！

お茶の水ソウル／レアグルーヴ館  地図［B］　

日本人ジャズ CD/LP 出品 ◉ CD、LPともにまとまっての出品
はなかなかありません！ この機会に是非！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

お茶の水近年盤／希少盤 & オルタナレコードセール ◉ 
大物アーティストの近年の希少盤や、オルタナの人気盤／レア盤を一挙
放出！

お茶の水駅前店  地図［B］　

BLUES 新着・廃盤 CD セール ◉ レコードだけではありませ
ん！！ BLUES中古 CDも内容厳選して一挙出展！！ シカゴ・ブルースの
名盤・名作やメンフィス～テキサス～サザン・ブルース、戦前ブルース更
には JUMP, JIVEや RHYTHM & BLUESも交えて名盤～良盤多数取り
揃えました。

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　
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オペラ・声楽特集 ◉ オペラ・声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 ］　

渋 谷 プ レミアム RARE GROOVE セ ー ル ◉ SOUL, 
FUNK, EUROPEAN GROOVE, SOUNDTRACK, LIBRARY…ジャンル
を横断し本当に良いものだけを世界中から集める渋谷名物の大セール！ 

ここにしか無いものが本当にあります！ 

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

プレミアム廃盤 7 インチ・セール ◉ マニア垂涎の激レア・ア
イテムから定番・人気盤まで、音圧高めで大量投入！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

紙ジャケット CD セール ◉ 年末恒例、紙ジャケットCDセール！！ 
特典 BOX&帯付から廃盤まで見逃し厳禁！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

HR/HM 廃盤 CD セール ◉ 帯付美品の国内盤からデス／ブラッ
ク・メタルのレア盤まで HR/HMの廃盤を一挙放出します！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

激情／ EMO 中古 CD 廃盤、新着中古 CD セール ◉ 入手困難な激情 EMO系の中古 CDを出します！ 詳しくは当店 BLOGをチェック！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

PUNK、METAL 古着 T シャツ新着品セール ◉ ビンテージMETAL古着 TシャツからPUNK系の古着 Tシャツまで出します。

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

日本語 RAP 廃盤 CD／レコードセール！！ ◉ 黎明期＆殿
堂入りの日本語クラシックから新世代日本語人気盤・定番までを網羅し
て開催！！ 

下北沢クラブミュージックショップ  地図［F］　

【下北ソウル】presents…年末廃盤アナログセール！ 
◉ 今年も一年、皆様のご来店誠に有難うございます！ そんなお客様へ
の感謝と致しまして、当店では「プレミアム」な VINYLをご用意させて頂
きます。是非、下北沢店へご来店下さいませ。

下北沢店  地図［F］　

12
月
22
日（
土
）開
催

レコード廃盤セール ◉ 今年もやります！ 欧州盤を中心に、ステレ
オ初期盤、80年代アナログ最後期のプレスまで各種人気盤を取り揃えて
の年末廃盤セール！ どうぞお楽しみに！

新宿クラシック館  地図［A］　
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ソウル国内廃盤 EP ×帯付 LP セール ◉ 【魅惑の国内盤シ
ングル】×【国内盤帯付 LP】濃厚ドス黒放出！！ オリジナル盤以上にコ
レクタブルな国内・廃盤レコード一挙出展いたします！！ 

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　

プログレ紙ジャケ＆特典 BOX セール ◉ 廃盤／レア盤／特
典帯／ボックス付などプログレ紙ジャケ CD約 200点を一挙放出！！ 

新宿中古センター  地図［A］　

インド音楽 CD 大特集 ◉ シタール、タブラ、ヴィーナなどの古典楽器の演奏家のものを中心に、インド音楽の中古 CDを 200枚以上大放出致します！！ 

新宿中古センター  地図［A］　

SXE/NYHC 廃盤レコード／ CD セール ◉ STRAIGHT 
EDGE/NY HARDCORE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］　

プログレ廃盤アナログセール ◉ 恒例のプログレ廃盤アナログ・
セールです。ミドルクラスからレア盤までまとめて出品いたします。

新宿プログレッシヴ･ロック館  地図［A］　

メタルレコードセール第二弾 ◉ 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！

新宿ヘヴィメタル館  地図［A］　

新着中古ブルーレイ国内盤一挙大放出！  ◉ お値打ち品から稀少品まで国内盤ブルーレイ・ディスクを中古で一挙大放出！！ 

新宿本館3F 映画フロア  地図［A］　

プレミアム・ブラジル廃盤レコード・セール！ ◉ ラテン・ブ
ラジル・フロアと言えばこれ！ ブラジル廃盤レコード・セール！ 今年も出
し惜しみなく一年を締めくくるにふさわしい極上レア盤放出いたします！

新宿本館4F ラテン･ブラジル･フロア  地図［A］　

AOR 中古 CD セール ◉ 真冬のブリージン・ストーム襲来。人気
の AORセールも年末に相応しいライン・ナップご用意して開催予定。隠
れた名盤との出会いが本館で待っている！？ AORファン必見です。

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

レア盤アナログセール ◉ オルタナ、ネオアコ、NEW WAVEなどジャンルまとめて年末らしくレア盤大量出品致します！！ しかも悶絶の美品ばかりの大型セールです！！ 

新宿本館6F インディ／オルタナティヴ･フロア  地図［A］　

オールディーズ／ R&B 廃盤アナログセール ◉ オール
ディーズ強化店新宿本館 7Fの、本気中の本気セール！ ROCK'N'ROLL/

ROCKABILLY/DOOWOP/GIRLPOP/SURF/R&B/SOULなど、7イン
チ含み、オリジナル盤怒涛出品！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

和ジャズセール ◉ 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］　
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日本のロック・ポップス新着中古紙ジャケット CD セー
ル ◉ 人気盤から廃盤まで、中古紙ジャケット CD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］　

日本人ポップス／ロック中古 CD セール ◉ 廃盤から珍盤有り！ 日本人ポップス／ロックの中古 CDを一挙 100枚お出しします。

神保町店  地図［B］　

クラシック 20 世紀の巨匠セール ◉ 来世紀に残したい 20世紀の著名な指揮者から知られざる演奏家までを特集致します。

神保町店  地図［B］　

稀少装飾楽譜セール ◉ 20世紀の前半～中盤にかけて出版されていた、貴重な装飾譜を取り揃えました。贈り物にも最適です。

神保町店  地図［B］　

SOUL/RARE GROOVE 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］　

ロック廃盤レコードセール ◉ オリジナル盤、国内盤帯付、7イ
ンチ合わせて一挙出品いたします。詳細は店頭、またはWEBにて！ ご
期待下さい。

立川店  地図［J］　

THE SMITHS 中 古 廃 盤 ア ナ ロ グ セ ー ル！ ◉ THE 
SMITHS～モリッシーのソロ作中心周辺交えて7"/12"/LPで放出します！ 

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］　

JAZZ 廃盤レコードセール ◉ ZOOT SIMSの激レア 10INCH
冊子付、ヨーロッパの稀少廃盤を中心にモダンジャズの人気レーベルの
廃盤多数出品！ 関内店ならではの一味違った品揃え！

横浜関内店  地図［L］　

BLUE NOTE 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］　

池袋 ジャズ廃盤 + ピアノトリオ CD セール ◉ 廃盤 CDと
ピアノトリオのWセ－ル！！ 人気廃盤 CD～ 80年代以降のピアノトリオ
まで併せて放出いたします！

池袋店  地図［D］　

ソウル／レア・グルーヴ中古 CD セール ◉ ソウル／レアグルー
ブの人気盤を約 200枚投入します！

お茶の水駅前店  地図［B］　

ジャズヴォーカル CD/LP 出品 ◉ 新旧問わずヴォーカルをまと
めてお出しします。

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　
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