DISC SHOP ZERO（ディスクショップゼロ）

店主の耳にかなった常に新鮮な音楽のみを提供。中古レコード店ではなく、あくま
でも今にこだわった輸入新譜レコードショップです。UKクラブミュージックを中心
とした品揃え。最近はブリストルの新世代 11人によるコレクティヴ
「ヤング・エコー」
がお薦めです。お客さんは DJ やクラバーが中心。現地ブリストルとのコネクション
を活かし、日本では ZERO のみに入荷するというレコードも有り。ビルの3階なの
で見過ごさないよう気をつけて。
住所 北沢2-17-10 滝本ビル3F
営業時間 不定
（WEB、
SNSで確認してください）
定休日 不定
tel. 090-7412-5357
e-mail info@discshopzero.com
hp www.discshopzero.com

店長おすすめ
Young Echo - LPマッシヴ・アタック
etcから脈打つブリストル・サウンドを
最新の形でアップデートした傑作

JAZZY SP0RT shimokitazawa
レーベルのCDやレコード、
セレクトした新譜・中古レコー

。

音楽レーベルJAZZY SPORTが運営するショップ。自社
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ドを販売。ダンスフロアを意識した踊れる音楽がコンセ
プト。中でもブロークンビーツ、ニュージャズ、ハウスがお
薦め。その他にオリジナルブランドのアパレル、ファッショ
ングッズなども取扱う。さらにダンススタジオ＆スクール
を併設し、かつてのストリートカルチャー創成期のような
音楽、ダンス、ファッションの一体感を取り戻すべく活動中です。
住所 北沢 2-19-17 サワダヤビル3F -A
営業時間 月 17:00〜21:00 火 - 土 14:00〜21:00 日 14:00〜19:00
定休日 年中無休 tel. 6453-2278
e-mail contact@jazzysport-shimokita.tokyo
hp jazzysport-shimokita.tokyo
店長おすすめ
自社レーベル所属のヒップホッ
プ・グループ GAGLE/VANTA
BLACK。本年リリースの話題作
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FLASH Disc Ranch ( フラッシュ・ディスク・ランチ )

1982年12月オープンのまさに中古レコードショップのゴッドファーザー。基本は相

ミスター
ドーナツ

場より安く売ること。人気商品のみを仕入れれば、値段は高くなる。1 枚あたりの
コストを下げるために、何でもいっぱい仕入れる。だから取扱いはオールジャンル。
お目当ての盤が必ずあるわけではないが、同じくらい出来のいい周辺盤を教えてく
れる。とにかく何でもいいから聞いてくださいとのこと。アーティスト名やジャンル
名が分からなくても、会話の中からあなたの求めている音楽を見つけてくれるはず。
住所 北沢2-12-16 三鈴ビル2F
営業時間 平日 12:00 〜 22:00 土14:30 〜 22:00 日・祝 14:30 〜 21:00
定休日 水曜日 tel. 090-7007-8263 e-mail ﬂash@mx5.nisiq.net
hp www.facebook.com/ﬂashdiscranch/
通常の1/3のスペース
で収 納できる世 界 初
のオリジナルCDソフト
ケースは店長考案。こ
ちらもオリジナルのア
ナログ洗浄液。
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店長おすすめ
ファンキー吟遊詩人Gil Scott Heron/
Free Will の日本再発盤
（93年）未開封

経
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ドーが目印の不思議なお店。店主は音楽プロデューサー、マネー
ジャー、雑誌編集者などの経験を持つ、とにかく音楽を愛する知識

橋

豊富な方。取扱いは「長唄と歌舞伎以外」のオールジャンルで、中

歳船

←千

HUSKY RECORDS（ハスキー・レコード）

なぜかギターや可愛いキャラクターのグッズが飾られたショーウィン

でもラテン、ブラジル、ソウルとノイズ系実験音楽が得意。店内の
全商品が試聴可能なのがうれしい。全国に広がったマニアやコレク
松屋

ターの人脈を駆使し、お店にないものも入手可能！
？ まずは相談を。
住所 経堂 1- 6 -14 - C
営業時間 12:00 〜19:00
定休日 火曜日（不定休あり）
tel. 3425-1723

城南信用金庫
ソフトバンク
フレッシュネス
バーガー

店長おすすめ
横尾忠則デザイン22面ジャケッ
ト、SANTANA/ロータスの伝説。
初来日公演をおさめた3枚組

今、アナログ・レコードの魅力が見直されています。デジタルと
は違うアナログの温もりあるサウンド、まるでアート作品のよう
な大きなアルバム・ジャケット。CDやダウンロードにはない
魅力で人気です。音楽の街・世田谷には個性あふれるレコー
ド・ショップがいっぱい。そこで、毎年4 月の第 3土曜日に世
界同時開催される「レコード・ストア・デイ」にあわせ、今号と
次号にわたり世田谷区内のおしゃれなレコード店の特集です。
あなたもお気に入りの１枚を見つけてみませんか。
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diskunion shimokitazawa

（ディスクユニオン下北沢店）

常時 8 万点以上の大量在庫で、稀少盤にも出会える可能性大。最
近はマニアやコレクターだけでなく、若い女性ファンが増えてきたと
のこと。ロック、ジャズ、ソウル、J ポップなどの各専門スタッフが相
談にのってくれるので安心です。レコード・ストア・デイの限定版が
多数入荷。音楽の街・下北沢らしく日本のインディーズやマイナー
盤も充実。ダンスミュージック専門のクラブミュージックショップも
併設。さらにアパレルや書籍、ターンテーブルも販売しています。
住所 北沢 1- 40 - 6 カシワサードビル1F
営業時間 平日 11:30 〜 21:00 日・祝 11:30 〜 20:00 定休日 年中無休
tel. 3467-3231 e-mail dsk@diskunion.co.jp hp diskunion.net/
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店長おすすめ
近年ソウルジャズ・ファン大注目のブラジル
のバンドAZIMIITHの75年オリジナル盤

ビッグベン

店長おすすめ
最近は欧米のロックファンにも人
気の細野晴臣1stソロ/HOSONO
HOUSE。ベルウッドオリジナル盤

General Record Store（ゼネラルレコードストア）

渋谷の名店 FACE RECORDSの姉妹店として 2016年3 月20日にオープン。この日は
1951年に日本で初めてLPレコードが発売された日。ロック、モダンジャズが中心で、LP
以外にも7インチ盤も豊富です。最近は若い人と海外のコレクターに
70 〜80年代の和製ロックが人気とか。毎週土曜日にはジャンルごと
の週末セールを開催。若いレコード・ファンのために入口に100 円コー
ナーを常設。楽器、ターンテーブル、レコード針なども取扱っています。
住所 北沢 2 -8 -4 松田ビル1F 営業時間 13:00 〜20:00
定休日 年中無休（年末、
年始などのお休みはWEB、
SNSで確認してください）
tel. 6804 -7414 e-mail mail@generalrecordstore.com
hp www.generalrecordstore.com/

本欄で紹介するRECORD SHOPの情報を募集しています。4/15（日）締切/ 連絡先 info@mojowork.jp
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