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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 ］　

DISCO/BOOGIE 12inch SALE ◉ 11月にひき続きやり
ます！ 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。年
末ならではのビッグアイテム多数！！ 

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

PSYCHEDELIC DREAMS vol.10 ◉ 激レア盤を中心に
トップ・コレクター垂涎の一枚を放出！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

NEW SCHOOL 中古 CD 新着品セール ◉ 新着 SxE/NYHC/NEW SCHOOLの中古 CD出します！ この機会をお見逃しなく！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　

レアグルーブセール ◉ スピリチュアルジャズからオルガンジャズを
中心に新宿ジャズ館ならではのセレクションでお届け致します。

新宿ジャズ館  地図［A］　

J-POP&J-PUNK 廃盤セール ◉ 久しぶりの開催となる廃盤セール。CD・DVD共に廃盤・貴重盤取り揃えました！！ 

新宿中古センター  地図［A］　

ガレージ中古 CD セール ◉ 本館 5Fの新たな定番セールと化したガレージ・セール。年末スペシャル・ヴァージョンにて開催予定となります。全不良に送る極上サウンド満
載の中古 CDセール。お見逃し無く。

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

ユーロロック廃盤アナログセール ◉ 当店初開催！ イタリア・
フランス・ドイツなど欧州各国のオブスキュアかつプログレッシヴなオリ
ジナル盤を放出！ 「NOT UK，NOT US」を合言葉に本物のユーロロッ
クファンにお届け！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

邦楽中古レコード・セール ◉ お求め易い邦楽レコードを一挙放
出致します。

お茶の水駅前店  地図［B］　
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ブラック・メタル中古 CD セール ◉ クリスマス恒例第 2回ブラックメタル布教祭！ LOUD PARAK'12にも参戦した 1349,NAGLFAR等をはじめ、未だ地下音楽ながら
も決して勢いを失わない激烈重音名盤を 100枚以上を一挙放出！！ 

お茶の水駅前店  地図［B］　

ジャズ新着 CD 出品 ◉ 今年最後の蔵出し？ドーンと店頭にお出し
します！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

クラシック〜ピアノ廃盤〜Xmas イブスペシャル！ ◉ ク
リスマスイブならではの？ ピアニスト廃盤を大特集！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

ソウル／レア･ グルーヴ国内盤アナログセール ◉ 国内帯
付、国内制作、異ジャケ、そして 7inch。今、まさにソウル／レア･グルー
ヴの国内盤は大ブーム！ 当時の担当者の意気込みを肌で感じるトップク
ラスのレアアイテムを、しっかりとご用意致します！

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

GARAGE A GO GO VO.3 VINYL ver. ◉ クリスマス
イヴにゴキゲンなサウンドをオリジナルからリイシューまで大放出 !! 今年
はガレージクリスマスなんていかが？

渋谷中古センター  地図［G］　

下北沢ブラックメタル布教祭 ◉ 最狂カルチャーを下北沢に投下！  クリスマスに相応しい反社会的な作品を集めました！ 

下北沢店  地図［F］　

SOUL, FUNK 廃盤 CD セール ◉ 久々に一挙放出！！！ 魅
惑のコレクタブル銀皿一斉投下！！ 今回も 80'Sファンク、AORからサ
ザン、ディープ、60's～ 70'sソウルの国内＆米／欧のレア廃盤、そして
90's～ 00'sのインディ＆コンテンポラリーまで精鋭厳選！！ 

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　

JAZZオリジナル盤アナログセール ◉ 新宿中古センターオー
プン以来最大級 500枚放出 JAZZセール！

新宿中古センター  地図［A］　

「RARE GROOVE IN THE WORLD」セール！ ◉ ワー
ルド・ミュージックの中でも“使える”レコードを厳選した新企画！

新宿本館4F ラテン･ブラジル･フロア  地図［A］　

オールディーズ中古 CD セール ◉ 今年もやります！ 年末恒例オールディーズ中古 CDセール。ロカビリー、ガール・ポップ、ドゥ・ワップなどオールディーズ・バット・グッ
ディーズな音盤大集合です！

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

国内盤アナログセール ◉ 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］　
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バロック・現代音楽特集 ◉ ふだんまとまって出ない現代音楽、
この機会に是非！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

ブルース廃盤アナログセール ◉ 全 BLUESファンが何を置い
てでも駆けつけるべき、ブルースオンリーのオリジナル盤大放出セール！ 

「MOJO HAND」はじめ喉から手が出るクラスのメガレア盤出します！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

クラシック邦人特集 ◉ 邦人作曲家、演奏家をまとめて大特集！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

サイケ／ガレージ廃盤アナログセール ◉ 年末豪華版！ 
PSYCHEDELIC ROCK/GARAGE/ACID FOLK/OUTSIDER MUSICな
どなど、メガレア盤から刺激的でオブスキュアな一点ものの怪盤まで、ヤ
バさ溢れる廃盤出します！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

クラシック年末 100 円均一！ ◉ 年末最後の大サービス？とにかくお得です！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

クラシック Xmas 厳選廃盤！ ◉ クラシック館から心を込めて
お送りするクリスマススペシャル！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

ソ フト ロック 廃 盤 ア ナ ロ グ セ ー ル ◉ 年末豪華版！ 
SOFTROCK/GIRLPOP/MELLOW BOSSA/FRENCH POPなど悶絶必
至な極上廃盤をお届け！ ガールファンは何を置いても駆けつけるべき感
動の一日！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

NEW WAVE/ALTERNATIVE ROCK 中古 CD セール ◉ NEW WAVE～ 90S,00Sのロックの廃盤～近年発売のタイトルまで併せて 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］　
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下北沢 HEAVY METALセール〜師走編・第 2 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］　

近年盤／高音質盤アナログセール ◉ MOBILE FIDELITYや
CLASSIC RECORDSなどの高音質盤から、アナログ自体がレアな稀少
盤、さらには入手困難な限定盤まで、とにかく一気に大量放出します！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

ジャズ＆クラシック新着稀少盤セール ◉ ジャズ＆クラシック
の廃盤・稀少盤を本年最終金曜日に一挙放出！！ 

神保町店  地図［B］　

オールジャンル音楽書籍絶版／希少本フェア ◉ 「bookunion」ならではのジャンル横断音楽書籍中古フェア！！ オールジャンル、そして自伝、ディスクガイド、バンド・
スコア、パンフレット、今年最後にふさわしい品揃えでお送りします！！ 

BIBLIOPHILIC & bookunion新宿  地図［A］　

池袋 年末ジャズ廃盤レコードセール ◉ このセ－ルの為に集
めたジャズ廃盤レコ－ドを一挙放出！ US盤中心にモダンからジャズ系レ
アグル－ヴまで幅広い内容で出品いたします！

池袋店  地図［D］　

SOUL/RARE GROOVE 中古レコードセール ◉ ソウ
ルからレアグルーブまでジャンルを問わず廃盤／レア盤を一挙 200枚放出
します！

お茶の水駅前店  地図［B］　

中古 CD  2012 年末廃盤セール ◉ 年末ならではの BIGな商
品盛りだくさん！ ずっと探してたあの商品に出会える2012年度ラストチャ
ンス！

お茶の水クラシック館  地図［B］　

クラシック新着中古品大量放出！ ◉ 新着品をまとめてドン！ とお出しします。

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

60s-70sROCK 国内盤アナログ・セール ◉ 国内盤コレ
クター必見！ 帯付美品を中心にお手軽価格帯から入手困難なモノまで幅
広く出品致します！！

渋谷中古センター  地図［G］　

PSYCHEDELIC PREMIUM VINYL SALE ◉ US
を中心とした GARAGE/FOLK/OUTSIDERなどの激レア盤をお出ししま
す。原盤ではお目にかかることすら難しい CROWN JEWELもご用意し
てます。

下北沢店  地図［F］　
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高音質録音による高音質中古 CD 特集。 ◉ 近年益々存在価値を増すクラシック高音質。往年の名盤を高音質化したものよりも高音質リスナーのために企画された名
品の数々をお届けいたします。

新宿クラシック館  地図［A］　

SOUL, FUNK 廃盤 45s セール VOL.2 ◉ 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］　

日本の PUNK/HARDCORE 廃盤レコード／CD セー
ル ◉ 日本の PUNK／HARDCORE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］　

デス／ブラック／ドゥーム CD セール ◉ デスメタル、ブラッ
クメタル、グラインドコアからドゥーム、スラッジ系までエクストリームメ
タル系新着中古 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］　

プレミアム・ラテン廃盤レコード・セール！ ◉ これぞ新宿
本館 4Fラテン・ブラジル・フロアの真骨頂！ 今年もやります、ラテン、
サルサのヴィンテージ盤 LP大セール！！ 

新宿本館4F ラテン･ブラジル･フロア  地図［A］　

サイケデリック中古 CD セール ◉ 幻惑のサウンド・ミュージアムへようこそ。本館 5F定番のサイケデリック中古 CDセールが年末仕様にヴァージョン・アップして登場。
濃厚すぎるサイケの嵐をご堪能あれ。

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

AVANT-GARDE レア盤アナログ年末セール ◉ 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！！ 年末らしく、なか
なかお目にかかれない激レアアイテムの出品も！！ 

新宿本館6F インディ／オルタナティヴ･フロア  地図［A］　

プレミアム廃盤 7 インチセール ◉ 7インチ圧倒的強化店、新
宿本館 7Fが贈る最高のシングルセール！ ロックレアタイトルがずらり！ 

当然王道だけでなく、当店の全ジャンルのオリジナルシングルを超超超
大量放出！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　

ROCK 中古廃盤 CD セール！ ◉ 60's～ 70's ROCKから
80's/90's/00'sまで！ ロック廃盤 CDまとめて出します！ 国内帯付、輸
入廃盤、紙ジャケ…もろもろ出します！ 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］　
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新着中古 LP セール ◉ 新着廃盤 LP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］　

クラシック中古 CD 稀少盤セール ◉ クラシックの稀少盤を厳
選出品いたします！

横浜関内店  地図［L］　

クラシック西独盤放出 ◉ 恒例西ドイツ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.2 ◉ 今年を締めくくる廃盤ア
ナログセール。年内買取品は漏らさず全量放出！！ ご期待ください！！ 

吉祥寺店  地図［H］　

WORLD GROOVE VINYLセール ◉ LATIN/AFRICA／
ARAB/ASIA/EUROPE etc…。「グルーヴの総合商社」とも言われる渋
谷店ならではの、世界中のレア・ヴァイナルが大集合する新名物！！ 

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

廃盤紙ジャケット中古 CD セール第二弾 ◉ 全紙ジャケ愛好
家必見の貴重盤満載セール第二弾です。本館 5Fが精魂込めて集めた入
手困難な紙ジャケ CDが満載です。レア・アイテムとの出会いをお楽しみ
下さいませ。

新宿本館5F ロック中古CDフロア  地図［A］　

ネオアコ／ギターポップ廃盤アナログセール ◉ 普遍的名
盤からオブスキュアなマイナー・グループまで今年を締めくくる好アイテム
厳選出品！！ 

新宿本館6F インディ／オルタナティヴ･フロア  地図［A］　

シンガー・ソングライター廃盤アナログセール ◉ 英米
SSW/SWAMP/ 米 FOLK/ 英 TRAD＆ FOLK/ACIDFOLK/HAWAIIAN/

AORなど、スモーキーかつフォーキーな廃盤大放出！ 特に自主系 SSW

の廃盤は多に類を見ない圧倒的な品揃え！

新宿本館7F 中古ロックレコード･フロア  地図［A］　
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