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ソニックデザイン　企業報道資料　2014 年 3 月 6 日

ソニックデザイン、2014 年 4 月 1日より
カーオーディオ製品の希望小売価格を改定

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、
カーオーディオ製品の希望小売価格を2014 年 4月1日（火）より改定いたします。

希望小売価格改定の概要
弊社では 2000 年の創業以来、販売中製品の価格維持に務めてまいりましたが、
過去10 年来の世界的な需要拡大や一昨年来の円安に起因する原材料およびエネ
ルギー価格の高騰により、弊社製品に使用する素材・加工品などの部材の調達コス
トが大幅に上昇しております。また、手作業に頼る部分が大半を占める製造時のコ
ストも年々上昇傾向にあり、企業努力だけでは製品価格の維持が困難になってまい
りました。そのため、来る2014 年 4月1日（火）より弊社製品の希望小売価格を
別表のとおり改定させていただくこととなりました。

また、2014 年 4月1日（火）より実施される消費税率の引上げに伴い、お預かりす
る消費税額も併せて変更されます。改定後の税抜希望小売価格および税込希望小売
価格（総額）につきましては、本プレスリリースに添付する別表をご参照ください。

今後ともソニックデザインをよろしくお願いいたします。

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



型番 商品名

The Suite

¥8,000,000 (税込) ¥9,072,000 (税込)

¥7,619,048 (税抜) ¥8,400,000 (税抜)

¥7,000,000 (税込) ¥7,992,000 (税込)

¥6,666,667 (税抜) ¥7,400,000 (税抜)

The Suite PREFIX

¥3,000,000 (税込) ¥3,456,000 (税込)

¥2,857,143 (税抜) ¥3,200,000 (税抜)

¥4,500,000 (税込) ¥5,184,000 (税込)

¥4,285,715 (税抜) ¥4,800,000 (税抜)

¥3,500,000 (税込) ¥3,996,000 (税込)

¥3,333,334 (税抜) ¥3,700,000 (税抜)

¥800,000 (税込) ¥918,000 (税込)

¥761,905 (税抜) ¥850,000 (税抜)

¥700,000 (税込) ¥810,000 (税込)

¥666,667 (税抜) ¥750,000 (税抜)

¥100,000 (税込) ¥118,800 (税込)

¥95,239 (税抜) ¥110,000 (税抜)

¥2,000,000 (税込) ¥2,268,000 (税込)

¥1,904,762 (税抜) ¥2,100,000 (税抜)

¥1,300,000 (税込) ¥1,512,000 (税込)

¥1,238,096 (税抜) ¥1,400,000 (税抜)

¥900,000 (税込) ¥1,026,000 (税込)

¥857,143 (税抜) ¥950,000 (税抜)

¥800,000 (税込) ¥918,000 (税込)

¥761,905 (税抜) ¥850,000 (税抜)

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

The Suite PREFIX 212

The Suite PREFIX 219

UNIT-PX212F

The Suite PREFIX 216

The Suite / The Suite PREFIX　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

The Suite 88

The Suite 73

The Suite PREFIX 212

The Suite PREFIX 216

The Suite PREFIX 219

The Suite 88

The Suite 73

The Suite PREFIX212用フルレンジドライバー・モジュール

UNIT-PX212W

UNIT-PX216W

UNIT-PX219W

BK-PX212

UNIT-PX219F

UNIT-PX216F

The Suite PREFIX219用ウーファーモジュール

The Suite PREFIX212用ウーファーモジュール

The Suite PREFIX212用プロセッサーアンプ取付ブラケット

The Suite PREFIX216用フルレンジドライバー・モジュール

The Suite PREFIX216用サブウーファーモジュール

The Suite PREFIX219用フルレンジドライバー・モジュール



型番 商品名

¥36,000 (税込) ¥43,200 (税込)

¥34,286 (税抜) ¥40,000 (税抜)

Nクラス

¥296,100 (税込) ¥334,800 (税込)

¥282,000 (税抜) ¥310,000 (税抜)

¥588,000 (税込) ¥669,600 (税込)

¥560,000 (税抜) ¥620,000 (税抜)

¥359,100 (税込) ¥410,400 (税込)

¥342,000 (税抜) ¥380,000 (税抜)

¥360,000 (税込) ¥410,400 (税込)

¥342,858 (税抜) ¥380,000 (税抜)

¥480,000 (税込) ¥540,000 (税込)

¥457,143 (税抜) ¥500,000 (税抜)

Rクラス

¥149,100 (税込) ¥172,800 (税込)

¥142,000 (税抜) ¥160,000 (税抜)

¥288,000 (税込) ¥324,000 (税込)

¥274,286 (税抜) ¥300,000 (税抜)

¥212,100 (税込) ¥248,400 (税込)

¥202,000 (税抜) ¥230,000 (税抜)

¥180,000 (税込) ¥205,200 (税込)

¥171,429 (税抜) ¥190,000 (税抜)

¥360,000 (税込) ¥410,400 (税込)

¥342,858 (税抜) ¥380,000 (税抜)

Fクラス

¥120,000 (税込) ¥140,400 (税込)

¥114,286 (税抜) ¥130,000 (税抜)

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

B80R

UNIT-N70F

UNIT-N70R

プレミアムライン　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

UNIT-N52N

D52N

UNIT-N55N

UNIT-N70N

B80N

UNIT-N52R

D52R

UNIT-N55R

SD-T25 25mmトゥイーターモジュール

77mmドアウーファーモジュール

77mmドアウーファーモジュール

77mmスーパーバスモジュール

77mmスーパーバスモジュール

52mmワイドレンジドライバー・モジュール

52mmワイドレンジドライバー・モジュール

52mmワイドレンジドライバー・モジュール

52mmワイドレンジドライバー・モジュール

デュアル52mmフルレンジドライバー・モジュール

デュアル52mmフルレンジドライバー・モジュール

77mmドアウーファーモジュール



型番 商品名

¥89,800 (税込) ¥102,600 (税込)

¥85,524 (税抜) ¥95,000 (税抜)

¥89,800 (税込) ¥102,600 (税込)

¥85,524 (税抜) ¥95,000 (税抜)

¥49,800 (税込) ¥56,160 (税込)

¥47,429 (税抜) ¥52,000 (税抜)

¥49,800 (税込) ¥56,160 (税込)

¥47,429 (税抜) ¥52,000 (税抜)

¥84,800 (税込) ¥97,200 (税込)

¥80,762 (税抜) ¥90,000 (税抜)

¥84,800 (税込) ¥97,200 (税込)

¥80,762 (税抜) ¥90,000 (税抜)

¥92,400 (税込) ¥105,840 (税込)

¥88,000 (税抜) ¥98,000 (税抜)

¥59,800 (税込) ¥68,040 (税込)

¥56,953 (税抜) ¥63,000 (税抜)

型番 商品名

¥980,000 (税込) ¥1,080,000 (税込)

¥933,334 (税抜) ¥1,000,000 (税抜)

¥4,200,000 (税込) ¥4,752,000 (税込)

¥4,000,000 (税抜) ¥4,400,000 (税抜)

型番 商品名

¥24,800 (税込) ¥28,080 (税込)

¥23,619 (税抜) ¥26,000 (税抜)

¥67,800 (税込) ¥77,760 (税込)

¥64,572 (税抜) ¥72,000 (税抜)

¥89,800 (税込) ¥102,600 (税込)

¥85,524 (税抜) ¥95,000 (税抜)

¥169,800 (税込) ¥194,400 (税込)

¥161,715 (税抜) ¥180,000 (税抜)

¥180,000 (税込) ¥205,200 (税込)

¥171,429 (税抜) ¥190,000 (税抜)

¥90,000 (税込) ¥102,600 (税込)

¥85,715 (税抜) ¥95,000 (税抜)

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

TBE-1877Ai

カジュアルライン　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

TBM-1877Ai

TBM-1877Bi

77mmセパレート2ウェイ・スピーカーシステム

77mmセパレート2ウェイ・スピーカーシステム

77mmセパレート2ウェイ・スピーカーシステム

TBE-1877Bi

TBM-1877Ai/NWL

TBM-1877Bi/NWL

TBM-SW77

TBE-SW77i

77mmセパレート2ウェイ・スピーカーシステム

77mmセパレート2ウェイ・スピーカーシステム

77mmセパレート2ウェイ・スピーカーシステム

サブウーファーシステム

サブウーファーシステム

Digicore　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

Digicore808i デジタルプロセッサーアンプ

DigicoreSK1 ユニバーサル・デジタルプロセッサー

SonicKIT　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

KIT-1877Ei 77mmセパレート2ウェイ・スピーカーキット

KIT-1877Mi 77mmセパレート2ウェイ・スピーカーキット

KIT-2577F 77mmセパレート2ウェイ・スピーカーキット

KIT-2577R 77mmセパレート2ウェイ・スピーカーキット

KIT-2130R 130mmセパレート2ウェイ・スピーカーキット

KIT-2130F 130mmセパレート2ウェイ・スピーカーキット



型番 商品名

¥38,000 (税込) ¥42,120 (税込)

¥36,191 (税抜) ¥39,000 (税抜)

¥38,000 (税込) ¥42,120 (税込)

¥36,191 (税抜) ¥39,000 (税抜)

¥38,000 (税込) ¥42,120 (税込)

¥36,191 (税抜) ¥39,000 (税抜)

¥38,000 (税込) ¥42,120 (税込)

¥36,191 (税抜) ¥39,000 (税抜)

¥38,000 (税込) ¥42,120 (税込)

¥36,191 (税抜) ¥39,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥111,240 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥103,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥111,240 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥103,000 (税抜)

¥120,000 (税込) ¥136,080 (税込)

¥114,286 (税抜) ¥126,000 (税抜)

¥130,000 (税込) ¥146,880 (税込)

¥123,810 (税抜) ¥136,000 (税抜)

¥120,000 (税込) ¥136,080 (税込)

¥114,286 (税抜) ¥126,000 (税抜)

¥120,000 (税込) ¥136,080 (税込)

¥114,286 (税抜) ¥126,000 (税抜)

¥130,000 (税込) ¥146,880 (税込)

¥123,810 (税抜) ¥136,000 (税抜)

¥130,000 (税込) ¥146,880 (税込)

¥123,810 (税抜) ¥136,000 (税抜)

¥130,000 (税込) ¥146,880 (税込)

¥123,810 (税抜) ¥136,000 (税抜)

¥120,000 (税込) ¥136,080 (税込)

¥114,286 (税抜) ¥126,000 (税抜)

¥120,000 (税込) ¥136,080 (税込)

¥114,286 (税抜) ¥126,000 (税抜)

¥120,000 (税込) ¥136,080 (税込)

¥114,286 (税抜) ¥126,000 (税抜)

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

SP-211M Eクラス(211系)用フロントスピーカーパッケージ

SP-211RM Eクラス(211系)用リアスピーカーパッケージ

SP-245M A/Bクラス用フロントスピーカーパッケージ

SP-218M CLS用フロントスピーカーパッケージ

SP-166M Mクラス用フロントスピーカーパッケージ

SP-172M SLK用フロントスピーカーパッケージ

SP-X204M GLK用フロントスピーカーパッケージ

SP-212M Eクラス(212系)用フロントスピーカーパッケージ

SP-207M Eクラスクーペ(207系)用フロントスピーカーパッケージ

SP-639M Vクラス/ビアノ用フロントスピーカーパッケージ

SP-639RM Vクラス/ビアノ用リアスピーカーパッケージ

SP-204M Cクラス用フロントスピーカーパッケージ

AC-246 新型Bクラス用アコースティックコントロールパッケージ

AC-117
CLAクラス用アコースティックコントロールパッケージ
フロント専用

AC-117R
CLAクラス用アコースティックコントロールパッケージ
リア専用

AC-176R
新型Aクラス用アコースティックコントロールパッケージ
リア専用

SonicPLUS　メルセデス・ベンツ車専用モデル　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

AC-176
新型Aクラス用アコースティックコントロールパッケージ
フロント専用



型番 商品名

¥134,000 (税込) ¥151,200 (税込)

¥127,619 (税抜) ¥140,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥110,160 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥102,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥58,320 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥54,000 (税抜)

¥134,000 (税込) ¥151,200 (税込)

¥127,619 (税抜) ¥140,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥110,160 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥102,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥58,320 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥54,000 (税抜)

¥134,000 (税込) ¥151,200 (税込)

¥127,619 (税抜) ¥140,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥110,160 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥102,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥58,320 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥54,000 (税抜)

¥134,000 (税込) ¥151,200 (税込)

¥127,619 (税抜) ¥140,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥110,160 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥102,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥58,320 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥54,000 (税抜)

¥134,000 (税込) ¥151,200 (税込)

¥127,619 (税抜) ¥140,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥110,160 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥102,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥58,320 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥54,000 (税抜)

¥134,000 (税込) ¥151,200 (税込)

¥127,619 (税抜) ¥140,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥110,160 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥102,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥58,320 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥54,000 (税抜)

¥134,000 (税込) ¥151,200 (税込)

¥127,619 (税抜) ¥140,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥110,160 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥102,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥58,320 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥54,000 (税抜)

¥134,000 (税込) ¥151,200 (税込)

¥127,619 (税抜) ¥140,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥110,160 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥102,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥58,320 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥54,000 (税抜)

¥8,000 (税込) ¥9,720 (税込)

¥7,619 (税抜) ¥9,000 (税抜)

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

SP-R56E
MINI（R56）用スピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

ATT-BMW460 センタースピーカー用レベル補正回路

SP-E60E
5シリーズ（E60/E61）/X5（E70）/X6（E71）用スピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SP-R56F
MINI（R56）用スピーカーパッケージ
（トップグレードモデル）

SP-R56M
MINI（R56）用スピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-E90E
3シリーズ（E90/E91/E92/E93）用スピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SP-E60F
5シリーズ（E60/E61）/X5（E70）/X6（E71）用スピーカーパッケージ
（トップグレードモデル）

SP-E60M
5シリーズ（E60/E61）/X5（E70）/X6（E71）用スピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-E84E
X1（E84）用スピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SP-E90F
3シリーズ（E90/E91/E92/E93）用スピーカーパッケージ
（トップグレードモデル）

SP-E90M
3シリーズ（E90/E91/E92/E93）用スピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-F01E
7シリーズ（F01/F02/E65/E66）用スピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SP-E84F
X1（E84）用スピーカーパッケージ
（トップグレードモデル）

SP-E84M
X1（E84）用スピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-F10E
5シリーズ（F10/F11）用スピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SP-F01F
7シリーズ（F01/F02/E65/E66）用スピーカーパッケージ
（トップグレードモデル）

SP-F01M
7シリーズ（F01/F02/E65/E66）用スピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-F30E
3シリーズ（F30）用スピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SP-F10F
5シリーズ（F10/F11）用スピーカーパッケージ
（トップグレードモデル）

SP-F10M
5シリーズ（F10/F11）用スピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-F20E
1シリーズ（F20）用スピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SP-F30F
3シリーズ（F30）用スピーカーパッケージ
（トップグレードモデル）

SP-F30M
3シリーズ（F30）用スピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-F20M
1シリーズ（F20）用スピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SonicPLUS　BMW車専用モデル　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

SP-F20F
1シリーズ（F20）用スピーカーパッケージ
（トップグレードモデル）



型番 商品名

¥170,000 (税込) ¥192,240 (税込)

¥161,905 (税抜) ¥178,000 (税抜)

¥100,000 (税込) ¥113,400 (税込)

¥95,239 (税抜) ¥105,000 (税抜)

¥170,000 (税込) ¥192,240 (税込)

¥161,905 (税抜) ¥178,000 (税抜)

¥100,000 (税込) ¥113,400 (税込)

¥95,239 (税抜) ¥105,000 (税抜)

¥170,000 (税込) ¥192,240 (税込)

¥161,905 (税抜) ¥178,000 (税抜)

¥100,000 (税込) ¥113,400 (税込)

¥95,239 (税抜) ¥105,000 (税抜)

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

SP-A48E A4用スピーカーパッケージ（スタンダードモデル）

SP-A33M A3用スピーカーパッケージ（ハイグレードモデル）

SP-A33E A3用スピーカーパッケージ（スタンダードモデル）

SP-A48M A4用スピーカーパッケージ（ハイグレードモデル）

SP-A11E A1用スピーカーパッケージ（スタンダードモデル）

SonicPLUS　アウディ車専用モデル　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

SP-A11M A1用スピーカーパッケージ（ハイグレードモデル）



型番 商品名

¥98,000 (税込) ¥112,320 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥104,000 (税抜)

¥56,000 (税込) ¥63,720 (税込)

¥53,334 (税抜) ¥59,000 (税抜)

¥68,000 (税込) ¥77,760 (税込)

¥64,762 (税抜) ¥72,000 (税抜)

¥33,000 (税込) ¥37,800 (税込)

¥31,429 (税抜) ¥35,000 (税抜)

¥98,000 (税込) ¥112,320 (税込)

¥93,334 (税抜) ¥104,000 (税抜)

¥56,000 (税込) ¥63,720 (税込)

¥53,334 (税抜) ¥59,000 (税抜)

¥68,000 (税込) ¥77,760 (税込)

¥64,762 (税抜) ¥72,000 (税抜)

¥94,000 (税込) ¥106,920 (税込)

¥89,524 (税抜) ¥99,000 (税抜)

¥33,000 (税込) ¥37,800 (税込)

¥31,429 (税抜) ¥35,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥59,400 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥55,000 (税抜)

¥53,000 (税込) ¥60,480 (税込)

¥50,477 (税抜) ¥56,000 (税抜)

¥56,000 (税込) ¥63,720 (税込)

¥53,334 (税抜) ¥59,000 (税抜)

¥33,000 (税込) ¥37,800 (税込)

¥31,429 (税抜) ¥35,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥59,400 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥55,000 (税抜)

¥33,000 (税込) ¥37,800 (税込)

¥31,429 (税抜) ¥35,000 (税抜)

¥33,000 (税込) ¥37,800 (税込)

¥31,429 (税抜) ¥35,000 (税抜)

¥52,000 (税込) ¥59,400 (税込)

¥49,524 (税抜) ¥55,000 (税抜)

¥94,000 (税込) ¥106,920 (税込)

¥89,524 (税抜) ¥99,000 (税抜)

¥33,000 (税込) ¥37,800 (税込)

¥31,429 (税抜) ¥35,000 (税抜)

¥33,000 (税込) ¥37,800 (税込)

¥31,429 (税抜) ¥35,000 (税抜)

¥1,530,000 (税込) ¥1,728,000 (税込)

¥1,457,143 (税抜) ¥1,600,000 (税抜)

¥1,380,000 (税込) ¥1,566,000 (税込)

¥1,314,286 (税抜) ¥1,450,000 (税抜)

¥830,000 (税込) ¥950,400 (税込)

¥790,477 (税抜) ¥880,000 (税抜)

¥780,000 (税込) ¥896,400 (税込)

¥742,858 (税抜) ¥830,000 (税抜)

¥450,000 (税込) ¥518,400 (税込)

¥428,572 (税抜) ¥480,000 (税抜)

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

SP-P30E
30系プリウス/プリウスα 専用 フロントスピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SonicPLUS　トヨタ車専用モデル　価格改定一覧　　※新価格は2014年4月1日より適用

旧価格 新価格

SP-P30M
30系プリウス/プリウスα 専用 フロントスピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-P30RM
30系プリウス/プリウスα /アクア用リアスピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-P30RE
30系プリウス/プリウスα 、アクア、130系マークX、10系マークXジオ用
リアスピーカーパッケージ（スタンダードモデル）

SP-A20M
20系アルファード/ヴェルファイア専用 フロントスピーカーパッケージ
（ハイグレードモデル）

SP-A20E
20系アルファード/ヴェルファイア専用 フロントスピーカーパッケージ
（スタンダードモデル）

SP-AQUA1M
アクア専用 フロントスピーカーパッケージ（純正４スピーカー装着車用）
（ハイグレードモデル）

SP-AQUA2M
アクア専用 フロントスピーカーパッケージ（純正６スピーカー装着車用）
（ハイグレードモデル）

SP-AQUA1 アクア専用 フロントスピーカーパッケージ（純正４スピーカー装着車用）

SP-AQUA2 アクア専用 フロントスピーカーパッケージ（純正６スピーカー装着車用）

SP-X13E 130系マークX専用 フロントスピーカーパッケージ

SP-Z10E 10系マークXジオ専用 フロントスピーカーパッケージ

SP-N70E 70系ノア/ヴォクシー専用 フロントスピーカーパッケージ

SP-W20E 20系ウィッシュ専用 フロントスピーカーパッケージ

2C-P30L

SP-V13E 130系ヴィッツ専用 フロントスピーカーパッケージ

SP-861 86専用 フロントスピーカーパッケージ（純正２スピーカー装着車用）

SP-862 86専用 フロントスピーカーパッケージ（純正６スピーカー装着車用）

1C-P30 プリウス/プリウスα （30系）専用シングルクレストモデル

SP-862M
86専用 フロントスピーカーパッケージ（純正６スピーカー装着車用）
（ハイグレードモデル）

SP-E50E 50系エスティマ専用 フロントスピーカーパッケージ

SP-C16E
160系カローラアクシオ/フィールダー専用 スピーカーパッケージ
（フロント/リア両用）

THE CREST

プリウス/プリウスα （30系）専用トリプルクレストモデル

プリウス/プリウスα （30系）専用トリプルクレストモデル
ネットワークレス仕様

プリウス/プリウスα （30系）専用ダブルクレストモデル

プリウス/プリウスα （30系）専用ダブルクレストモデル
ネットワークレス仕様

3C-P30

3C-P30L

2C-P30
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