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メルセデス・ベンツ、BMW&MINI、アウディ、トヨタ専用の
車種別スピーカー「SonicPLUS」を計 25 名様にモニタープレゼント
〜モニターに当選されなかった応募者には「SonicPLUS 購入支援クーポン」をもれなく進呈〜

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、
車種 別スピーカーパッケージ「SonicPLUS」
（一部車種については「SonicPLUS
Acoustic Control」）に対応したメルセデス・ベンツ車、BMW 車（MINI 含む）、
アウディ車、トヨタ車にお乗りの合計 25 名様を対象に、
「SonicPLUS」を実際
に取り付けていただいて音の良さなどをお確かめいただくモニタープレゼントキャン
ペーン「SonicPLUS モニタープレゼント」を下記の要領で実施いたします。
なお、本キャンペーンへのご応募は、弊社ホームページ上に開設される専用応募
フォームで 2014 年 1 月 1 日（水・祝）より受け付けます。

「SonicPLUS モニタープレゼント」概要
今回実施する「SonicPLUS モニタープレゼント」は、お近くの SonicPLUS 販売店
でお客様の愛車に SonicPLUS 製品を取り付けていただき *、実際にご使用いただ
いたうえで、製品の音の良さなどをお確かめいただくモニタープレゼントキャンペーン
です。お客様には使用感などに関する簡単なアンケートにご協力いただき、弊社か
ら提供する SonicPLUS 製品を無償で差し上げます。モニター募集人数は計 25 名
様（メルセデス・ベンツ車 5 名様、BMW&MINI 車 5 名様、アウディ車 5 名様、ト
ヨタ車 10 名様）で、応募者多数の場合は抽選といたします。
また、モニターに当選されなかった応募者全員に、SonicPLUS 製品を特別価格
でご購入いただける期間限定の購入支援クーポンをプレゼントさせていただきます。
* お近くの SonicPLUS 販売店（認定販売店、ソニックプラスセンター、一部の自動車販売店）の中
から弊社が指定させていただいた店舗に取り付け作業をご依頼いただけることがキャンペーンご応募
の条件となります。取り付け費用は有償で、お客様ご自身の負担とさせていただきます。
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「SonicPLUS モニタープレゼント」実施スケジュール
●応募期間：2014 年 1 月 1 日（水・祝）〜 1 月 13 日（月・祝）
●抽選結果発表：2014 年 1 月末までに応募者全員に郵送
●製品お受け取り・取り付けご依頼期限（当選者）：2014 年 2 月 28 日（金）まで
●購入支援クーポン有効期限（当選者以外）：2014 年 2 月 28 日（金）まで
●アンケート等のご提出期限（当選者）：2014 年 7 月 31 日（木）まで

「SonicPLUS モニタープレゼント」応募資格
「SonicPLUS モニタープレゼント」には、下記のすべての条件を満たす SonicPLUS
対応車種のオーナーの方がご応募いただけます。
1.

SonicPLUS 対応車種を応募者ご本人または同一住所のご家族名義で所有され

ており、少なくとも向こう 6 ヶ月間以上は乗り替え・譲渡・廃車の予定がないこと
※製品お受け取り時に身分証明書と車検証をご呈示いただき、ご本人様確認をさせていただきます。

2.

SonicPLUS 非対応の純正プレミアムオーディオシステム、または純正以外のス

ピーカーシステム（ソニックデザイン製品含む）が既に装着された車両でないこと
3.

モニターに当選された場合、上記期限内に弊社が指定する最寄りの SonicPLUS

販売店へ車両をお持ち込みのうえ、SonicPLUS 製品をお受け取りいただき、同販
売店に取り付け作業（有償）をご依頼いただけること
※取り付け費用はお客様ご自身の負担とさせていただきます。

4.

モニターに当選された場合、提供した SonicPLUS 製品を少なくとも取り付け後

6 ヶ月以上継続してお使いいただけること
5.

モニターに当選された場合、提供した SonicPLUS 製品を車両から取り外して

譲渡・転売しないでいただけること（車両ごと譲渡・廃車される場合は除きます）
6.

モニターに当選された場合、弊社が後日依頼する使用感などに関するアンケート

と愛車の画像（外装または内装の少なくとも 1 点）を期限内にご提出いただけること
7. モニターに当選された場合、ご提出いただいた文章や愛車の画像、お客様のプロ
ファイル（ご住所は都道府県のみ、お名前はイニシャルまたはニックネーム可）などを、
プライバシーポリシーを遵守しながら、弊社のホームページや印刷物などのコンテンツ、
およびその他の広報活動へ無償で引用・掲載することにご承諾いただけること
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「SonicPLUS モニタープレゼント」で提供する SonicPLUS 製品
モニター当選者には、ご希望の車種（応募時に記載いただいた車種）に対応した
SonicPLUS のフロント用スピーカーパッケージ 1 セット、またはアコースティック
コントロールパッケージのフロント用＋リア用を下記のとおり提供いたします。
メルセデス・ベンツ車専用モデル

合計 5 名様

・現行型 CLA クラス（C117）、現行型 B クラス（W246）、現行型 A クラス（W176）
でご応募のお客様：
アコースティックコントロールパッケージ

フロント用＋リア用各 1 セット（1 台分）

・上記以外のメルセデス・ベンツ車でご応募のお客様：
スピーカーパッケージ

ハイグレードモデル

BMW&MINI 車専用モデル
スピーカーパッケージ

スピーカーパッケージ
トヨタ車専用モデル
スピーカーパッケージ

合計 5 名様

スタンダードモデル

アウディ車専用モデル

フロント用 1 セット

フロント用 1 セット

合計 5 名様
スタンダードモデル

フロント用 1 セット

合計 10 名様
スタンダードモデル

フロント用 1 セット

「SonicPLUS モニタープレゼント」でご負担いただく取り付け工賃
モニター当選者には製品を無償で提供いたしますが、取り付け工賃につきましては
作業時に別途販売店へお支払いいただきます *。工賃は、弊社ホームページ上に記
載された
「推奨取付時間」
（1 〜 3H）に下記の時間工賃を乗じた額が目安となります。
（時間工賃は各販売店が独自に定めており、販売店により多少異なることがあります）
＜取り付け費用の目安＞
トヨタ車専用モデル：推奨取付時間（H）× 時間工賃 8,000 円
その他のモデル：推奨取付時間（H）× 時間工賃 1 万円
* 弊社が指定する SonicPLUS 販売店の手によって製品が正しく取り付けられていることがモニター
ご参加の条件となります。取り付け作業をお客様ご自身や指定以外の販売店で行ったり、製品のみ
をお持ち帰りいただくことはできませんのであらかじめご了承ください。
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「SonicPLUS 購入支援クーポン」について
モニターに当選されなかった応募者全員に、指定の SonicPLUS 製品を特別価格で
ご購入いただける「SonicPLUS 購入支援クーポン」をもれなく差し上げます。有効
期限内に、この「SonicPLUS 購入支援クーポン」をお近くの SonicPLUS 販売店
に持参していただきますと、ご希望の車種（応募時に記載いただいた車種）に対応
した SonicPLUS 製品（ハイグレードモデル、スタンダードモデル、アコースティッ
クコントロールのいずれか）1 セットを下記の特別価格で購入できます。
SonicPLUS ハイグレードモデル

希望小売価格より 5,000 円割引

SonicPLUS スタンダードモデル

希望小売価格より 3,000 円割引

SonicPLUS アコースティックコントロール

希望小売価格より 3,000 円割引

「SonicPLUS モニタープレゼント」応募方法
「SonicPLUS モニタープレゼント」へのご応募は、弊社ホームページ上に掲載され
る専用応募フォームで 2014 年 1 月 1 日（水・祝）午前 0 時から1 月 13 日（月・祝）
午後 11 時まで受け付けます。専用応募フォーム以外からのご応募は受け付けており
ません。

「SonicPLUS モニタープレゼント」抽選結果の通知方法
「SonicPLUS モニタープレゼント」応募者多数の場合は厳正な抽選を行い、抽選結
果を応募者全員に郵送でお知らせいたします。モニターに当選された方には当選通
知を、当選されなかった方には
「SonicPLUS 購入支援クーポン」をお送りいたします。
なお、本キャンペーンの詳細については弊社ホームページ上の特設ページをご参照ください。
ソニックデザイン http://www.sonic-design.co.jp
※キャンペーン特設ページは 2014 年 1 月 1 日（水・祝）より公開致します。

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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