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ソニックデザイン、今年ご好評をいただいたキャンペーンの
締めくくりとして 3 つの人気特典を提供する

「オールソニックデザイン 年末リクエストキャンペーン 2013」を実施
〜 2013 年 11月 8 日から12 月 23 日まで、参加店舗で対象商品をお買い上げの方が対象〜

株式会社ソニックデザイン（千葉県千葉市中央区南町 2-6-18、社長：佐藤敬守）は、
期間中に対象商品をお買い上げ（ご契約）いただいたお客様に向けて、今年ご好評
をいただいた「スピーカーのりかえキャンペーン」と「ロゴバッジプレゼントキャンペー
ン」を再び実施するとともに、同じく今年からスタートした弊社主催のミーティング
イベント「ソニックデザイン リスニングキャンプ」のために製作した特製ロゴステッ
カーをプレゼントする 「オールソニックデザイン 年末リクエストキャンペーン 2013」
を、2013 年 11月 8 日（金）から12 月 23 日（月）まで全国の弊社製品認定販売
店（カーオーディオ専門店）、SonicPLUS 製品を取り扱う自動車販売店（カーディー
ラー）、およびソニックプラスセンターで実施いたします。

「オールソニックデザイン 年末リクエストキャンペーン 2013」概要
今回開催する「オールソニックデザイン * 年末リクエストキャンペーン 2013」は、
今年実施した販売促進キャンペーンのうち、お客様から再実施のご要望を多くいた
だいた「スピーカーのりかえキャンペーン」と「ロゴバッジプレゼントキャンペーン」
を実施し、さらに特製ロゴステッカー（「ソニックデザイン リスニングキャンプ」配
布品）をもれなくプレゼントするという、3 つの人気特典を同時に提供するキャン
ペーンです。本キャンペーンは、全国の弊社製品認定販売店（カーオーディオ専門店）
に加えて、SonicPLUS 製品を取り扱う自動車販売店（カーディーラー）やソニック
プラスセンターでのお買い上げ分も新たに対象といたします。

「オールソニックデザイン 年末リクエストキャンペーン 2013」を構成する各キャン
ペーンの実施要項は、次ページ以降をご参照ください。

* キャンペーン名称の「オールソニックデザイン」とは、弊社製品の国内販売チャンネル （認定販売店、
自動車販売店、ソニックプラスセンター）で本キャンペーンを統一して実施することを意味しています。
本キャンペーンの参加店舗は弊社ホームページ上の販売店リストでご確認いただけます。（リストに掲
載されていない販売店でのお買い上げは原則として対象外となりますのでご注意ください。）
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キャンペーン1　「スピーカーのりかえキャンペーン」概要
期間中、下記のキャンペーン対象商品をキャンペーン参加店舗にてお買い上げ （ご契
約）いただきますと、現在ご使用中のカースピーカーを 3000 円〜 2 万円で下取り
いたします（下取り金額は新たにお買い上げ・ご契約いただくスピーカーの種類に応
じて決まります）。下取りするスピーカーは純正を含むすべてのカースピーカー（アン
プ内蔵サブウーファー、トゥイーターなどを含む）が対象で、メーカーや製造年、故障・
損傷の有無は問いません。ただし車載用以外のスピーカーは下取りいたしません。

「スピーカーのりかえキャンペーン」対象商品
「プレミアムライン」（SD-T25 を除く）、「カジュアルライン」、「SonicPLUS THE 
CREST」、「SonicPLUS」（製品名が AC- で始まる「SonicPLUS アコースティックコ
ントロール」製品を除く）各製品が対象です。

「スピーカーのりかえキャンペーン」下取り金額について
本キャンペーンにおけるスピーカー下取り金額は、新たにお買い上げ（ご契約）いた
だくスピーカーの種類と数量に応じた定額制となっております。新たにお買い上げい
ただくスピーカー1セットを「1口」とし、実際に下取りするスピーカーの本数にかか
わらずお買い上げ口数分を適用いたします。また、お客様が下取りに出されるスピー
カーを各販売店が独自に査定し、有償にてお客様から下取り・買い取りさせていただ
く場合には、本キャンペーンを「下取り金額の上乗せ分」として適用いたします。

「スピーカーのりかえキャンペーン」下取り金額一覧
（対象商品のお買い上げ 1セットにつき1口とします）

●「プレミアムライン N クラス」、「SonicPLUS THE CREST トリプルクレストモデル」
をお買い上げのお客様がお持ち込みになった古いスピーカーの下取り金額→1口につ
き 2 万円

●「プレミアムライン R クラス」、「SonicPLUS THE CREST ダブルクレストモデル」
をお買い上げのお客様がお持ち込みになった古いスピーカーの下取り金額→1口につ
き1万 5000 円

●「プレミアムライン F クラス」、「SonicPLUS THE CREST シングルクレストモデル」、
「SonicPLUS トップグレードモデル」をお買い上げのお客様がお持ち込みになった古
いスピーカーの下取り金額→1口につき1万円

（次ページへ続く）
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● 「カジュアルライン M クラス」（TBM シリーズ）、「SonicPLUS ハイグレードモデル」
をお買い上げのお客様がお持ち込みになった古いスピーカーの下取り金額→1口につ
き 5000 円

●「カジュアルライン E クラス」（TBE シリーズ）、「SonicPLUS スタンダードモデル」
をお買い上げのお客様がお持ち込みになった古いスピーカーの下取り金額→1口につ
き 3000 円

「スピーカーのりかえキャンペーン」下取り金額の計算例

例 1：UNIT-N55N、UNIT-N70N、D52N を各1セットお買い上げの際の下取り金
額→ 6 万円（プレミアムライン N クラス 3 口分）

例 2：TBM-1877Ai を前後 2 セット、TBM-SW77 を1セットお買い上げの際の下
取り金額→1万 5000 円（カジュアルライン M クラス 3 口分）

例 3：TBE-1877Ai を前後 2 セットお買い上げの際の下取り金額→ 6000 円（カジュ
アルライン E クラス 2 口分）

例 4：SonicPLUS メルセデス・ベンツ車専用モデル（ 製品名が AC- で始まる
「SonicPLUS アコースティックコントロール」製品を除く各製品）を前後 2 セットお
買い上げの際の下取り金額→1万円（SonicPLUS ハイグレードモデル 2 口分）

例 5：SonicPLUS トヨタ車専用モデル（製品名が E または RE で終わるスタンダー
ドモデル）を前後 2 セットお買い上げの際の下取り金額→ 6000 円（SonicPLUS 
スタンダードモデル 2 口分）

本キャンペーンの詳しい適用条件や適用除外事項などにつきましてご不明な点がござ
いましたら、お手数ですが各販売店、または直接当社へお訊ねください。
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キャンペーン 2　「ロゴバッジプレゼントキャンペーン」概要
期間中、下記のキャンペーン対象商品をキャンペーン参加店舗にてお買い上げ（ご契
約）いただきますと、お買い上げ商品に応じた数のソニックデザイン純正ロゴバッジ（非
売品）を商品お引き渡し時にもれなく差し上げます。ロゴバッジはお客様とご相談の
上、キャンペーン参加店舗のスタッフが音質や美観などに考慮しながら車両に無料で
取り付けいたします。本キャンペーンは対象商品を参加店舗でお買い上げいただいた
すべてのお客様が自動的に対象となり、申し込みや応募などは必要ありません。

「ロゴバッジプレゼントキャンペーン」対象商品
「プレミアムライン」「カジュアルライン」「デジコア」「SonicPLUS THE CREST」
「SonicPLUS」「The Suite PREFIX（スピーカーモジュール）」の全製品が対象です。
ただし「SonicKIT」シリーズおよびサービスパーツ扱いの単体スピーカーユニット、
今回のプレゼント品と同じロゴバッジがあらかじめ製品に含まれている 「The Suite」

「The Suite PREFIX（コンプリートシステム）」につきましては、本キャンペーンの対
象外とさせていただきます。なお、ロゴバッジは対象商品1セット（ただしプレミアム
ラインの 25mmトゥイーター単品については 2 台で 1セットとします）につき1ペア 

（2 個）ずつ差し上げます。

プレゼント品「ソニックデザイン純正ロゴバッジ」について
今回差し上げる 「ソニックデザイン純正ロゴバッジ」は、弊社の最高級コンプリート・
カーオーディオ 「The Suite」のために製作した特製品（非売品）です。弊社のロゴ
がアルミニウム無垢のベースに浮き彫りになった精巧なデザインで、表面には手作業
でのダイヤカット加工を施しました。音質や美観に影響を与えることなく車内にワン
ポイントの輝きを添える小さなサイズもソニックデザインらしい特徴となっています。
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キャンペーン 3　「特製ロゴステッカープレゼント」概要
期間中、キャンペーン参加店舗にて弊社製品をお買い上げ（ご契約）いただきますと、
お買い上げ商品に応じた数のソニックデザイン特製ロゴステッカー（非売品）を商品
お引き渡し時にもれなく差し上げます。本キャンペーンは対象商品を参加店舗でお買
い上げいただいたすべてのお客様が自動的に対象となり、申し込みや応募などは必要
ありません。

「特製ロゴステッカープレゼント」対象商品
ソニックデザインの全製品が対象です。ロゴステッカーはお買い上げ商品1セット（た
だしプレミアムラインの 25mmトゥイーター単品については 2 台で 1セットとします）
につき1 枚ずつ差し上げます。

プレゼント品「ソニックデザイン特製ロゴステッカー」について
今回差し上げる 「ソニックデザイン特製ロゴステッカー」は、今年からスタートした
お客様向けミーティングイベント「ソニックデザイン リスニングキャンプ」の開催を記
念して製作し、当日ご来場のお客様に先着順で配布してご好評をいただいたものです

（非売品）。白をベースとした上品なデザインで、台紙が残らない抜き文字タイプのた
め、愛車のリアウィンドウやリアクォーターウィンドウ、ダッシュボードなどに貼り付
けて、ソニックデザインのロゴマークをさりげなくアピールできます。白文字デザイン
と白抜きデザインの計 2 枚がひとつの台紙に収められています。

【本キャンペーンに関するご注意】
●用意したプレゼント品の数には限りがございます。期間中であっても、プレゼント品がなく
なり次第「スピーカーのりかえキャンペーン」以外のキャンペーンは終了いたします。
●本キャンペーン参加店舗以外から購入した商品と、すべての中古品につきましては本キャン
ペーンの対象外とさせていただきます。また、本キャンペーンの実施期間外にお買い上げいた
だいた商品につきましても、同じくキャンペーン対象となりませんのでご了承ください。

本件についてのお問い合わせ先
株式会社ソニックデザイン：
電話 043-209-1777、e メール info@sonic-design.co.jp

以上

5/5


