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中古 CD ジャズ紙ジャケ廃盤特集 ◉ 大晦日恒例！ 人気の紙
ジャケ・アイテムが大集合！ コレクターズ・アイテムもご用意いたします！

JazzTOKYO  地図［B］　

大晦日廃盤レコード大放出セール ◉ これがなければ年は越せ
ません！ US、欧州、ボーカル…全て出し尽くします！

JazzTOKYO  地図［B］　

池 袋・ロック 輸 入 廃 盤 レ コ ード セ ー ル 〜 大 晦 日
EDITION 〜 ◉ まさに今年最後に相応しいプレミアム内容でお送り
します！ EURO買付品、幻のレア盤、貴重盤大放出！

池袋店  地図［D］　

PROMO/TEST 高音質中古レコード・セール ◉ “ 名盤
／名曲を良音で ”近年評価が高まる PROMO盤／ TEST盤／高音質盤
を一挙 100枚以上放出致します。

お茶の水駅前店  地図［B］　

お茶の水紙ジャケセール VOL.2 ◉ 特典付のまとめ買い BOX
のみ約 100点ほどの放出を予定しております。

お茶の水駅前店  地図［B］　

中古 LP 廃盤セール第三弾！ ◉ 詳細は前日発表

お茶の水クラシック館  地図［B］　
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年忘れ SOUL, RARE GROOVE 廃盤 LP セール ◉ 
2012年の集大成！！ ミドル・クラスの良質盤からトップ・レア廃盤まで、
当店の総力を挙げて新着アイテムをこれでもかと大放出！！ ソウル・レア
グルーヴの買い収めは是非お茶の水で！！ 

お茶の水ソウル／レアグルーヴ館  地図［B］　

2012 ファイナル・ジャパニーズメタル中古 CD セール 
◉ 年末年始はやっぱり” 和 ”。廃盤中心に人気アイテム多数出品いたし
ます。

お茶の水ハードロック／ヘヴィメタル館  地図［B］　

ジャズ今年最後の新着廃盤 LP 出品 ◉ 日、米、欧を問わず、
今年最後最後を飾る放出です。

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

クラシック大晦日廃盤セール ◉ 今年最後最後を飾る放出です。
ご期待下さい！

吉祥寺ジャズ&クラシック館  地図［ I ］　

大晦日ファイナル！ 最後の廃盤放出セール ◉ 今年買取った CD・レコードを全て放出！ 今年も渋谷で掘り納め！

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.2 ◉ この日のため
に用意した大物、人気タイトル、美品、レアタイトルの数々、年に一度の
スペシャルセールです！

渋谷ジャズ／レアグルーヴ館  地図［G］　

ラスト ･ デイ！！ 新着廃盤アナログ・セール ◉ 2012年もこ
れで売り納め！！ 60-70sロック、プログレを中心に、廃盤レコードを惜
しみなく全量放出！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

大晦日 PUNK & METAL 中古レコード廃盤セール ◉ 
今年の最後の廃盤セール！ PUNKもMETALも貴重盤を出します！

渋谷パンク･ヘヴィメタル館  地図［G］　
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HIP HOP/TECHNO 新着 CD ／レコードセール！！ 
◉ 今年もお疲れ様でした！！ 2012年を締めくくる当店取り扱い全ジャン
ルを網羅した大晦日の最終大放出っ！！ 

下北沢クラブミュージックショップ  地図［F］　

HIPHOP・日本語 RAP・MIX USED CD SALE ◉ 
90'Sや 90' UNDERGROUND 等の HIPHOP、日本語 RAP、MIXの
RARE USED CDを一挙放出！！ 

新宿クラブミュージックショップ  地図［A］　

ジャズ紙ジャケ CD セール ◉ 紙ジャケットの帯付美品を大量出
品。入手困難なところも出します。

新宿ジャズ館  地図［A］　

大晦日廃盤セール ◉ 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］　

SOUL, RARE GROOVE 廃盤レコード放出セール ◉ 
そして･･･2012年ラスト・デイ！！！ 大晦日ももちろん出します！！！ 2012

年の集大成、レア～な廃盤から人気のミドルクラスまで、オール新着ヴァ
イナル一挙放出！！！！ 

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　

ROCK 特典 BOX 付紙ジャケ CD セール ◉ 2012年大晦
日は特典 BOX付紙ジャケ CDをドーンと大放出いたします！ 豪華にまと
め買いで年忘れといきましょう。

新宿中古センター  地図［A］　

80'S HARDCORE 廃 盤 レ コ ー ド セ ー ル ◉ 80'S 
HARDCORE/PUNKの新着廃盤レコード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 CD セール ◉ 一年の締めくくりはプログレで盛り上
がりましょう。そして来年もプログレで良いお年を。

新宿プログレッシヴ･ロック館  地図［A］　

スラッシュメタル CD セール ◉ 当店の今年最後のセールはス
ラッシュメタルでビシッと締めくくります！ レア盤込みで新着スラッシュ一
挙放出いたします！ 大晦日は頭を振りながら年越ししましょう！

新宿ヘヴィメタル館  地図［A］　

またまた帰ってきた中古 DVD 廃盤・貴重盤特集 ◉ またまた帰ってきました！ 半年ぶりの中古 DVD廃盤特集！！ 普段はお目にかかれないような廃盤 DVDを一挙
大放出！！！ 

新宿本館3F 映画フロア  地図［A］　
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2012 年最後の中古 CD& レコード放出！ ◉ 2012年を締
めくくる中古 CD&レコードの大放出！ 総在庫すべて出し尽くします！ 

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 セール第二弾 ◉ なんと大晦日
に送る究極の特典付紙ジャケット CDセール第二弾。2012年の締めくく
りに相応しい極上ライン・ナップにて開催予定。大晦日は本館で。

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② 
◉ 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
もに極上の年末に相応しい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］　

ファイナル・プレミアム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］　

日本のロック新着廃盤中古 CD セール ◉ 新着廃盤レア盤中古 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］　

クラシック廃盤セール ◉ 本年最終営業日は日頃のお客様への感
謝を込めまして、入手困難な廃盤を多数取り揃えお待ちしております。

神保町店  地図［B］　

メタル廃盤セール ◉ 毎度恒例のメタル廃盤大放出！ 年末最後はコ
レでキマリ！？ 詳細は店頭、またはWEBにて発表いたします！

立川店  地図［J］　

大晦日！ 廃盤・旧規格中古 CD セール！！ ◉ ロック／プログレ／日本のロック、J-POP／ソウル／ジャズ等の箱帯･シール帯･税表記無し帯などをはじめ、旧規格／
廃盤 中古 CDを放出！ プライスダウン品も含めて出品致します！！ 

津田沼店  地図［N］　

ROCK 廃盤レコードセール ◉ レアなプロモ盤、近年プレス盤
に加え、BEATLESのレア盤なども交えて新着 300枚を出品致します。

町田店  地図［K］　

大晦日！ ロック・プログレ紙ジャケット新着中古 CD
セール ◉ 2012年ラストを飾る新着紙ジャケセール！ ロック／プログレ
あわせて厳選放出いたします！

横浜関内店  地図［L］　

大晦日オールジャンル廃盤 CD セール ◉ 1年を締めくくるに
相応しい廃盤 CDをオールジャンル一挙放出！！ 

横浜西口店  地図［M］　
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国内廃盤レコード・セール ◉ ペラジャケ、旧規格、帯付から 90
年代以降のタイトルまで！

JazzTOKYO  地図［B］　

池袋・ロック廃盤レコードセール〜元旦 EDITION 〜 
◉ 池袋店からのお年玉！ 年始からレア盤大放出します！

池袋店  地図［D］　

中古 CD レア・マイルス特集 ◉ 元旦恒例！ 普段みかけないアイ
テムを中心にマイルス・デイビス関連中古 CDを一挙放出！

JazzTOKYO  地図［B］　

お茶の水国内盤レコードセール VOL.18 ◉ 新年恒例の国
内盤レコードセールを 2013年度も開催致します！ お買い求め易い価格
帯も含め約 200枚放出！

お茶の水駅前店  地図［B］　

初売り！！ 新着廃盤アナログ・セール ◉ 2013年一発目！！ 
60-70sロック、プログレを中心に、厳選に厳選を重ねた廃盤レコードを
放出！！ 

渋谷中古センター  地図［G］　

新着廃盤＆国内廃盤 ◉ 毎週恒例の新着廃盤 +国内廃盤の 2本立
て！ 帯付美品、入手困難な国内廃盤多数あり！

新宿ジャズ館  地図［A］　

SOUL, FUNK 45s 福袋 ◉ そして･･･新年恒例の福袋！！ 
70'S MODERN SOUL, FUNK中心に NORTHERN, GROUP, SWEET, 

SOUTHERN, DEEP,そして DISCO, BOOGIEと、魅惑の 45sたっぷり
詰め込んだ 45s福袋、数量限定でご用意いたします！！ 

新宿ソウル／ブルース館  地図［A］　

ジャパニーズメタルセール ◉ 元旦は和の心を忘れずに！ 当店新
年一発目はジャパニーズメタルセールです！ レア盤込みで新着中古品一
挙放出いたします！

新宿ヘヴィメタル館  地図［A］　
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中古サントラ CD ヨーロッパ映画特集 ◉ イタリア、フランス、ドイツ etc、ヨーロッパ映画や欧州出身作曲家のサントラ CDを一挙大放出！ 

新宿本館3F 映画フロア  地図［A］　

新春！新着中古 CD 大放出！ ◉ 新年もラテン・ブラジル・フロ
アを宜しくお願いいたします！ 新年早々、新着品を大量投入！

新宿本館4F ラテン･ブラジル･フロア  地図［A］　

新着廃盤＆貴重盤セール／元旦スペシャル ◉ 2013年のス
タートに相応しいレア盤、人気盤をまとめて放出致します！ 新年の幕開
けは是非新宿本館で。

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② ◉ 80年代の新着廃盤 CDを一挙出品致します！！ 新年を祝したお祭り放出セールです！！ 

新宿本館6F インディ／オルタナティヴ･フロア  地図［A］　

新春ビートルズ廃盤アナログセール ◉ 素晴らしい一年は、
ビートルズの廃盤と共に！ 新年のご挨拶に代えて、元旦恒例新春ビート
ルズセール今年も開催！ とにかくこちらも全力でレアタイトル出品いたし
ます！

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 廃盤レア盤中古
CD セール ◉ 廃盤、レア初回盤、ライブ会場限定盤など、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］　

J-POP／日本のロック廃盤レコードセール ◉ 2013年の
スタートは J-POP／日本のロックで！ 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］　

年明け一番！ 新着廃盤レコード・セール ◉ JazzTOKYO恒例セール！ 2013年一発目！ 気合を入れて開催致します！

JazzTOKYO  地図［B］　

マイルスセール ◉ 毎年恒例！ 定番の US盤から EU各国のレア盤、
国内旧規格まで幅広く取り揃えてお届けいたします。

新宿ジャズ館  地図［A］　
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