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ソニックデザイン、お客様が主役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」を長野、福島にて開催

～10 月12 日（日）「リスニングキャンプ4」を女神湖（長野県）にて、
10 月19 日（日）「リスニングキャンプ ミニ」をスパリゾートハワイアンズ （福島県）にて開催～

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、
ソニックデザインユーザーの皆様が主役の参加型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4」を10 月12 日（日曜日）に「女神湖」駐車場　特設会場（長
野県北佐久郡）にて、「ソニックデザイン リスニングキャンプ ミニ」を10 月19 日（日
曜日）に「スパリゾートハワイアンズ」駐車場 特設会場（福島県いわき市）にて、2
週にわたって開催いたします。

「ソニックデザイン リスニングキャンプ」について
 「ソニックデザイン リスニングキャンプ」は、お客様とお客様、お客様と販売店、お
客様とメーカー（弊社）相互間の純粋なコミュニケーションの醸成を目的とした新し
いタイプのミーティングイベントです。2013 年 6 月に始まり、10 月12 日（日）の開
催で 4 回目を迎えます。翌週 10 月19 日（日）には、東日本のお客様の熱いご要望
にお応えして、福島県にて「ソニックデザイン リスニングキャンプ ミニ」も開催いた
します。参加想定台数などの規模を若干縮小させつつも、既存のリスニングキャンプ
に準じる内容となっております。

本イベントの主役はあくまでお客様。従来のサウンドコンテストともセールスイベント
とも異なる、「申し込み不要」「お客様情報の記名不要」「参加費不要」「集合・解散
時間は自由（イベント時間内にて）」「スケジュール無し＊」「勝敗なし」といった緩や
かな運営方針で、どなたでも気軽にご参加いただけるイベントを目指し継続展開して
おります。

* 運営の都合上、場内イベントの一部にはスケジュールを設定しているものがあります。
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1：「ソニックデザイン リスニングキャンプ 4」開催概要

■開催日時
2014 年 10 月12 日（日）午前 10 時～午後 3 時　雨天決行

本イベントは自由参加型ですので、個人のお客様につきましてはお好きな時間に直接
会場にお越しいただき、お好きな時間にお帰りください。なお、イベントを充分楽し
んでいただくため、遅くとも午後 2 時頃までにお越しいただくことを推奨します。

■開催場所
「女神湖」駐車場 特設会場
（長野県北佐久郡立科町）

今回のリスニングキャンプでは「いい音と走る」というカーオーディオの本質に迫り、
実走行による現地調査を重ねて開催地を決定しました。八ヶ岳中信高原国定公園と
なる女神湖は、関東・関西の双方から程よい距離でアクセスできる良好な立地条件
にあり、山と緑に囲まれた女神湖の美しさと共に、その道中もまた大自然を満喫しな
がらドライブできるものと考えております。

■カーナビ検索
「長野県北佐久郡立科町芦田八ケ野女神湖」と入力してください。

【ご注意】
本イベントに関するお問い合わせは弊社製品認定販売店で承ります。宿泊や飲食、入浴など施設利
用に直接関連する事柄を除き、会場の「女神湖」へのお問い合わせは堅くお断りいたします（本イ
ベントに関して、会場側でお答えできる事柄はありません）。
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2：「ソニックデザイン リスニングキャンプ ミニ」開催概要

■開催日時
2014 年 10 月19 日（日）午前 10 時～午後 3 時　雨天決行

本イベントは自由参加型ですので、個人のお客様につきましてはお好きな時間に直接
会場にお越しいただき、お好きな時間にお帰りください。なお、イベントを充分楽し
んでいただくため、遅くとも午後 2 時頃までにお越しいただくことを推奨します。

■開催場所
「スパリゾートハワイアンズ」第 3 駐車場 特設会場
（福島県いわき市常磐藤原町蕨平 50）

リスニングキャンプ東日本進出の第一弾として福島県のスパリゾートハワイアンズ駐
車場にて開催いたします。常磐自動車道を使えば東京方面より 2 時間弱と、東北エ
リアばかりか関東からのアクセスも良好で、北関東・東北ドライブに最適な場所に位
置します。宿泊プランや周辺施設が豊富なスパリゾートハワイアンズを満喫しながら、
同時にリスニングキャンプを体験できるものと考えております。

会場へのアクセス方法は下記 web サイトでご確認ください。

http://www.hawaiians.co.jp/
スパリゾートハワイアンズ　TEL：0246-43-3191

【ご注意】
本イベントに関するお問い合わせは弊社製品認定販売店で承ります。宿泊や飲食、入浴など施設利
用に直接関連する事柄を除き、会場の「スパリゾートハワイアンズ」へのお問い合わせは堅くお断
りいたします（本イベントに関して、会場側でお答えできる事柄はありません）。
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3：試聴可能車両の参加想定台数

■リスニングキャンプ 4 ：約 150 台を想定＊

■リスニングキャンプ ミニ ：約 100 台を想定＊

* 想定台数は前回実績に基づく一般参加車両（試聴可能車両）の目安です。自由参加型イベントのため
当日の参加台数は前後する可能性があり、また全台数が常時試聴可能となっているわけではありません。
表記台数には主催者および認定販売店の車両、会場外駐車場をご利用のお客様の車両は含みません。

4：参加資格

ソニックデザインの音にご興味をお持ちいただけるすべての方

個人の方はソニックデザインのオーナーでも、そうでなくても歓迎いたします。事前の
申し込みは不要ですのでご自由にお越しください。ただし同業他社 （メーカー、イン
ポーター、および弊社製品認定販売店を除く販売店）およびその関係者の方につき
ましては事前のお申し込みが必要です。詳しくは弊社にお問い合わせください。

【ご注意】
1：ソニックデザインユーザーの皆様が主役である本イベントの性質上、ソニックデザイン製品を装
着していない車両につきましては、個人・同業他社とも来場者に対する試聴デモ（不特定多数の参
加者に音を聴かせること）を行うことができませんのであらかじめご了承ください。

2：お客様同士の親睦と情報交換を目的としたイベントですので、会場内での販売・勧誘・記名ア
ンケートなどの営業活動や、事前申し込みのない同業他社関係者のご参加は堅くお断りいたします。
営業活動を伴わないカタログ・チラシ類や名刺の配布は可能です。

5：参加費用

無料（入場料・出展料・駐車料無料）

本イベントの入場料、出展料、駐車料はすべて無料です。リスニングキャンプ4 の開
催場所である女神湖駐車場は、公共の無料駐車場です ( 普通車 250 台／大型バス
80 台)。また、リスニングキャンプ ミニの開催場所であるスパリゾートハワイアンズは、
施設の利用者でなくても自由にお入りいただけます。ただし宿泊や飲食を始め有料施
設を利用される場合は各自のご負担となります。また、当日実施予定のカーオーディ
オ評論家によるサウンドクリニック（後述）には別途料金をいただきます。
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「ソニックデザイン リスニングキャンプ」楽しみ方の一例

●参加者同士で試聴や情報交換を楽しむ
「ソニックデザイン リスニングキャンプ」は、ソニックデザインのカーオーディオ製品
を装着した個人オーナーがそれぞれ愛車を持ち寄り、試聴や情報交換などオーナー
同士のコミュニケーションを図っていただくことを主な狙いとしています。ご自身の愛
車を他の方に聴かせて感想やアドバイスを求めたり、ソニックデザインを装着した他
の方のクルマを聴くことは、本イベントならではの貴重な体験となるに違いありませ
ん。参加者同士でコミュニケーションを図りながら、マナーを守って自由にお楽しみ
ください。参加 （出展）車両のシステム構成に制限はなく、スーパーハイエンドから
SonicPLUS まで、あらゆるクラスの車両を歓迎します。ブログやホームページなど
で有名なクルマを実際に試聴したり、オーナーから話を聞くチャンスがあるかもしれ
ません。

●「ソニックアンバサダー」のデモカーを試聴する
前回に引き続き、今回も弊社認定のユーザー代表プレゼンター「ソニックアンバサダー
*」による愛車試聴会を実施します。これは、ソニックデザイン製品の個人ユーザー
のなかから弊社が選定する「ソニックアンバサダー」が、ソニックデザイン製品を装
着した愛車を参加者の皆様にプレゼンテーション形式でお聴かせするというもので、

「リスニングキャンプ4」では合計10 台（午前・午後各 5 台ずつ）、「リスニングキャ
ンプ ミニ」では合計 6 台（午前・午後各 3 台ずつ）が会場内で試聴デモ ** を行います。

*「ソニックアンバサダー」の募集要項などにつきましては後日、弊社ホームページで発表予定です。
**「ソニックアンバサダー」による試聴デモは先着順で、1 組ずつ順番にお聴きいただく予定です。台
数に限りがありますので、ご希望に添えない場合は悪しからずご了承ください。

●有名ショップのデモカーを試聴する
「ソニックデザイン リスニングキャンプ」は個人オーナーのほか、ソニックデザイン製
品認定販売店にもデモカーの出展をお願いしています。当日はデモカーの試聴体験 *
やスタッフによる説明なども行いますので、日頃なかなか聴く機会のない他店のデモ
カーのサウンドを体験したり、自分の趣味に合ったカーオーディオショップを見つける
ことができるかもしれません。

* ショップデモカーの試聴体験は先着順で、1 組ずつ順番にお聴きいただく予定です。台数に限りがあ
りますので、ご希望に添えない場合は悪しからずご了承ください。

5/7



Press Information

●ソニックデザインの公式サウンドを試聴する
そしてもちろん、ソニックデザインが誇るメーカーデモカーの試聴コーナーも設けて
おります。最新のリファレンスサウンドをお楽しみください *。

* メーカーデモカーの試聴は先着順で、1 組ずつ順番にお聴きいただく予定です。台数に限りがありま
すので、ご希望に添えない場合は悪しからずご了承ください。

●カーオーディオ評論家からアドバイスを受ける（予約制・有料）
当日は希望者を対象に、カーオーディオ評論家によるサウンドクリニックを実施しま
す。愛車の音を試聴させていただいたうえで、よりよい音へのアドバイスを行ったり、
カーオーディオに関するご質問やご相談などに直接お答えいたします。なお運営の都
合上、このサウンドクリニックは事前予約制とし、運営協力費としてクリニック料金を
いただく予定です。詳細につきましては後日、弊社ホームページで発表いたします。
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Sonic Design
listening camp
ソニックデザイン リスニングキャンプ イベントロゴタイプ

＜イベント名称について＞
ソニックデザイン リスニングキャンプは、ソニックデザインが場所と機会を提供し、
ソニックデザイン製品を愛していただけるすべての方に、思い思いのスタイルでカー
オーディオの楽しさを発見していただくことを目的とした新しいスタイルのミーティン
グイベントです。ユーザー、販売店、メーカー（弊社）のそれぞれが立場を超えて、
まるでアウトドアライフのようにカジュアルで楽しく、細かなタイムスケジュールや規
定に束縛されることもなく、どなたにも気軽にご参加いただけるミーティングにした
いという想いを込めて、「リスニングキャンプ」と名付けました。

「ソニックデザイン リスニングキャンプ」運営について
「ソニックデザイン リスニングキャンプ」は弊社が主催・運営するイベントですが、
参加者同士で自由にお楽しみいただくというコンセプトに鑑み、弊社は原則として場
所のみを提供することとし、通常のイベントのような積極的な運営管理は行いませ
ん。自由にお集まりいただき、自由に解散していただいて、お客様ひとりひとりが主
役となって楽しんでいただける、大人のイベントとなることを願っております。

プレス（取材）対応について
「ソニックデザイン リスニングキャンプ」は、新聞、放送、雑誌、web などあらゆ
る媒体の皆様からの取材を歓迎いたします。取材にあたってのプレス登録等は必要
ありませんが、取材前に弊社スタッフにお声がけいただければプレスカード（取材者
標章）を発給し、認定販売店やオーナーのご紹介など、会場内での取材に必要な便
宜も図らせていただきます。なお、個人の参加者を取材される場合はプライバシー
ならびに肖像権にご配慮くださるようお願いいたします。

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
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