Best Sound records（ベストサウンド・レコード）

アメリカで働いている間に集めたレコード 30,000 枚。それを持って帰国後ショップ
を立ち上げたのが1995年。50 〜 60年代のモダン・ジャズ、70年代のクラッシック・
ロックが中心。あくまで音質（ベストサウンド）にこだわりオリジナルのファースト・プ
レスのみ販売。今も年 6 回アメリカで買い付け。希少盤や名盤がリーズナブルな価格
で入手出来る。店内在庫の9 割を占める、
掘り出し物がいっぱいの1,000 円均一コー
ナーは必見。ヤフオクにてさらなるレア盤を出品中。
住所 代田 6-1-28-201-2
営業時間 12:00 〜14:30 定休日 水曜日
tel. 050-1299-9239
e-mail Bestsoundrecords1995@gmail.com
hp bestsoundrecords.net/about/

店長おすすめ
ソウル・ジャズの名盤中の名盤、
THIS HERE IS
BOBBY TIMMONSのリバーサイド・オリジナル盤
（60年）

NOAH LEWISʼ RECORD（ノアルイズ・レコード）

ルはもちろん、78回転 SP盤まで扱うマニアックなお店。

。

SP盤は戦前の日本の民謡、浪曲、芸者さんが歌うものな
ども人気だとか。最近のレコード・プレイヤーは33 回転、

見

1920〜1960年代のカントリー、
ブルース、
ジャズを中心にLP、シング

気
う！お に入りの
よ
１枚
け
つ
特集

45 回転はもちろん、78 回転もついており、SP 盤が聞き
やすい環境になっているとか。敷居の高いお店に思えるが、
店長さんはいたってフレンドリー。近頃はカントリーとロ
カビリーの狭間の音楽がよく売れているそうだ。
住所 北沢2-23-12 下北沢デントビル 2A 営業時間 14:00〜21:00
定休日 第 1・第 3日曜 tel. 3418-0161
e-mail info@334578.sub.jp hp 334578.sub.jp/
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店長おすすめ
ジャズ？ブルース？ ジャイブ？ 史上初
のロックンロール・バンドともいわれる
30年代のバンド、Harlem Hamfats
のアーフリー・リイシュー盤(81年)

CITY COUNTRY CITY ( シティ・カントリー・シティ )

サニーデイ・サービスの曽我部恵一氏がオーナーを務めるカフェ

セブンイレブン
無印良品

←新代

田

店長おすすめ
吉田美奈子のアメリカ・アルファ
盤。Minako/Townの12インチ・
シングル
（82年）

＆レコードショップ。今年で開店12 周年です。パスタや自家製ケーキ
が人気のお店だが、カフェの利用なしのレコード・ハンティングのみのお客
さんも歓迎とのこと。取扱いはオール・ジャンル。中でも60 〜80年代の
ソウル、ファンク、ロックが得意。最近はヨーロッパ買い付けが多く、アン
ビエントやニューエイジにも力を入れている。外国からのお客さんには山
下達郎、吉田美奈子など、踊れる和製ポップが人気。もちろん、曽我部氏
の運営するROSE RECORDSの商品も販売。
住所 北沢2-12-13 細沢ビル 4F
営業時間 平日 12:00〜25:00 土・日・祝 11:00〜25:00
tel. 3410-6080 hp city-country-city.com/

定休日 水曜日

田
代

新宿レコード

谷
田
世

←

西新宿のレコード・ショップ文化を牽引した、1970 年創業の老舗・
新宿レコードが下北沢にリニューアル・オープン。2 代目オーナー
はジャクソン・ブラウンやモトリー・クルー、そしてラウドネス等の
元ディレクターで、音楽ライター。音楽業界40年のキャリアを
活かし、関係者のレアなコレクションを入荷。新譜に加え 60 〜
80年代のクラシック・ロックの帯付き国内盤 LP が数多く揃って
おり、盤質も良好なものがズラリ。店内にはジェフ・ベックのサイ
ン入りギターやロック写真家ウイリアム・ヘイムスのオリジナル写
真が並ぶ。街のロック博物館ともいえるお店。
住所 北沢2-10-15 マルシェ下北沢 205B（2F）
営業時間 平日15:00〜19:30 土 11:30〜19:30
日・祝11:30〜18:30 定休日 月曜日
tel. 6407-9769
e-mail rock@shinjukurecords.com
hp shinjukurecords.com/
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RECORD STATION（レコードステーション）

店長おすすめ
ジャズファンク・ギターの最高峰、
Ivan Boogaloo Joe Jones
の最 高 傑 作にして激レア盤、
Sweetbackのjokaレコーズ
のオリジナル盤
（76年）

横浜の名店が下北沢にお引っ越し。ソウル、ファンク、レアグルーヴ、ロックのアルバ
ムはもちろん、ディスコやヒップホップの12インチ、ユーズドカセットも扱っている。最
近では 7インチ・シングルがクラブ DJ の間で人気とか。帯付き日本盤も充実。外
国からのお客さんも多く、当時の洋楽にインス
パイアされた 80 年代の和製（邦楽）ディス

ローソン

コ、ファンクの需要が高いそうだ。現地買い
付けの US 限定のアパレルやグッズも多数取

昭和信用
金庫

扱う。アーティストのファッション・ブランドや
沢

北

東

下北

沢一

番街

国内未発売のスニーカーなども入手できる。

→

住所 北沢 3-30-1 かどやビル 2F
営業時間 13:00 〜20:00 定休日 火曜日
tel. 5738-7810 e-mail info@recordstation.jp
hp www.recordstation.jp

セントラル
フィットネス
クラブ

Upstairs Records（アップステアーズ レコード）

かつてニューヨークのブルックリンで人気を博した WEEKEND

交番

RECORDS のオーナーが昨年 9 月に開店したバー＆レコード・

音楽の街・世田谷には数多くの個性あふれるレコード・
ショップがいっぱいです。そこで前号に引き続き世田谷区
内のおしゃれなレコード店を大特集。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
力が見直されています。かつて、アナログ・レコードを楽し
んだ人も、聞いたことのない人も、素敵な音楽との出会い
を求めて、さあ街へ出掛けましょう。

みずほ銀行

北

て付き合っていた彼女から「あなたの人間としての取り柄はレコー
ドショップだけ」と言われた店長が宿命として営業するショップだ。
バー・コーナーの棚にあるレコードも売ります、とのこと。
住所 北沢 3-27-1 YSビル２F 営業時間 17:00〜25:00
（レコードは21:00まで）
定休日 水曜日はバーのみ（21:00〜25:00） tel. 6754-1052
hp twitter.com/upstairsjapan

→
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本多劇場

下

が愛して止まない1990 年前後の黒 人音楽。海外からのお客さ
んも多く、角松敏生や間宮貴子などのシティポップが人気。かつ

沢

北

東

ショップ。取扱いはクラシックを除くオールジャンル。メインは店長

池ノ上→

京王井の頭

線

沢

店長おすすめ
踊れる前衛ニューウェイヴ、
Short-Term Memoryの2nd
アルバム、Effect Of Excess
（84年）

マクドナルド
ビッグベン

店長おすすめ
小学4年生がヴォーカルのハードコア・バンド、
チーターズマニア。アルバムなのに7インチ
（2018年）

店長おすすめ
David BowieのHEROS、いいえ
「 英 雄 夢 語り」の帯 付き日本 盤
（77年）

JET SET TOKYO（ジェットセット下北沢店）

オールジャンルのアナログ新譜を扱うレコードショップ。本店は
京都で、東京進出にあたり文化の街・下北沢に出店。取扱い
は和洋のオールジャンル。膨大なカタログのオンライン・ショッ
プから、最新新譜を中心にエッセンスを抽出した品揃え。下
北沢という土地柄から、国内のインディアーティストの自主制
作盤が充実。旬なアナログ新譜がゲットできるレアなお店。
往年の復刻盤も注目。各ジャンルのバイヤーが常駐しており、
気軽に相談出来る。まさにレコードのセレクト・ショップです。
住所 北沢 2-33-12 柳川ビル 201
営業時間 平日 13:00 〜 21:00 定休日 大晦日・正月 1日、2 日
tel. 5452-2262 hp www.jetsetrecords.net/
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