SonicPLUS THE CREST Limited
SonicPLUS THE CREST
SonicPLUS CUSTOM

Precision mobile hifi systems & components

ハイエンドオーディオの夢を、S/E/C クラスのオーナーへ。

音楽を心から愉しめる趣味性と、SonicPLUSシリーズ共通の優れたインストール性とを妥協なく両立する
車種別スピーカーパッケージの最高峰「SonicPLUS THE CREST」
「SonicPLUS THE CREST Limited」。
そして、
“ THE CREST”
のスーパーフルレンジ思想をより身近なものにする「SonicPLUS CUSTOM」。
正真正銘のハイエンドオーディオをボルトオン＆カプラーオンで取り付ける、
という夢を
メルセデス・ベンツSクラス
（222系）、Eクラス
（213系）、Cクラス
（205系）
オーナーの皆様へお届けします。

SonicPLUS THE CREST Limited「SCR-222L」装着イメージ
（S 560 4MATIC long）

車種別スピーカーパッケージ
［ソニックプラス ザ クレスト リミテッド］
メルセデス・ベンツSクラス
（222系）
専用モデル

Center Speaker
52mm ARMS module

音の素 顔を鮮やかに描き出す
こだわりのオールピュアアラミド振動板。
限定 生 産の特 別な
“T H E C REST”
Subwoofer
130mm Super Buss module

最高品質のピュアアラミド織物を複層ではなく敢えて
単板のままコーンに仕立て、
さらにセンターキャップも
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ピュアアラミドで統一した新開発GAクラス・スピーカー

Front door Speaker
52mm ARMS module

ユニット。
「SonicPLUS THE CREST Limited」
は、
ソニックデザインの原点回帰ともいうべきこの新ユニット

Rear door Speaker
52mm ARMS module
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を全モジュールに投入した、数量限定生産の特別な
“THE CREST”
です。熟練した製造技術者の手によ
りひとつひとつハンドメイドされる完全一体鋳造アルミ
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ダイキャスト製エンクロージュア「Sonocast ARMS」
（ソノキャスト アームス）
を採用した7台の52mmワイド

Rear tray Speaker
52mm ARMS module

モジュール配置図

レンジドライバー・モジュールや、マッシブダンピング
プレート一体型130mmスーパーバスモジュールといった

［1］
インテリアの品位を損なわない完璧なまでのフィッ

高度な基本構成がオールピュアアラミド振動板の才能

ワイドレンジドライバー
「SD-N52GA」
型
（右）
と130mmサブ

ティング ［2］
オールピュアアラミド振動板 ［3］
52mm
ウーファー
「SD-N130GA」型 ［4］
「Sonocast ARMS」

を引き出し、音の素顔をひときわ鮮やかに描き出します。

エンクロージュア ［5］
リミテッドモデル専用ロゴバッジ
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SonicPLUS THE CREST Limited
SCR-222L〈受注生産品〉
【10セット限定】
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車種別スピーカーパッケージ
［ソニックプラス ザ クレスト］
メルセデス・ベンツSクラス
（222系）
専用モデル

車種別スピーカーパッケージ
［ソニックプラス カスタム］
メルセデス・ベンツSクラス、Eクラス、Cクラス/GLC専用モデル

独創のスーパーフルレンジ思想が

“THE CR E S T”
の設 計 思 想を

新開発サブウーファーでさらに深化した。

受け継ぎ、高いコストパフォーマンスを

“THE CREST”
の第二世代モデル

追 求した上 級スピーカーパッケージ

たとえば、長い工期や高額な取り付け費用、完成

「SonicPLUS CUSTOM」
は、音楽の主要帯域を

まで音の仕上がりを予測できない不確実性、
ある

ひとつのスピーカーで再生し、
かつてない自然な聴き

いは愛車の資産価値に及ぼす影響……といった

1

心地をもたらす独創のスーパーフルレンジ思想を

カーオーディオの音を極めようとするとき懸念される

“THE CREST”
シリーズから受け継ぎ、同時に高い

課題を100%解決する革命的な純HiFiカースピー

コストパフォーマンスを実現したメルセデス・ベンツ

カー、
それが「SonicPLUS THE CREST」
です。

車のための上級スピーカーパッケージです。
ソニック

S C R-222は、
マッシブダンピングプレート一体型

デザインが誇る52m mワイドレンジドライバーを、

130mmスーパーバスモジュールを新たに搭載し、

実車から型取りしたスーパーカスタム仕様のアルミ

さらにクリアでスケール感豊かな低音再生能力を

ハイブリッドエンクロージュアに組み込んだフロント/

獲得したメルセデス・ベンツSクラス
（222系）専用
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専用モデルにはBurmester®システム装着車対応

のない完全一体鋳造の「Sonocast ARMS」
エン

の7〜9モジュール構成タイプも設定。Cクラス向け

クロージュアに象徴される、最高の贅を尽くした珠

はセダン/ステーションワゴン/G L C対応モデルに

玉のスピーカー群をその日のうちに装着できます。

加えてクーペ専用モデルも用意しています。

SonicPLUS THE CREST
SCR-222〈受注生産品〉
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3

4
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リアの4モジュール構成を基本に、Sクラス/Eクラス

設計の
“THE CREST”
第二世代モデル。継ぎ目
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SonicPLUS CUSTOM

［1］
インテリアの品位を損なわない完璧なまでのフィッティング
（画像はEクラス）

レンジドライバー・モジュール
（手前）
とマッシブダンピングプレート一体型130mm

SC-222M / SC-222M4 / SC-213M / SC-213Mb

［2］
センターモジュール用アコースティックデッキ ［3］
音楽の主要帯域を1本で

スーパーバスモジュール ［3］
完全一体鋳造アルミダイキャスト製エンクロー

SC-205M / SC-C205M / SC-A205M

［1］
インテリアの品位を損なわない完璧なまでのフィッティング ［2］
52mmワイド

ジュア「Sonocast ARMS」［4］
「SD-N52R」型
（右）
と
「SD-N130R」型

再生する52mmワイドレンジドライバー
「SD-N52M」型 ［4］
カーボンファイバー
編み込み構造のクロスマイクロファイバー振動板 ［5］
SonicDesignロゴバッジ

C o m p a r i s o n

対応車種

型番

搭載ユニット

モジュールボディ

t a b l e

SonicPLUS THE CREST
Limited

SonicPLUS THE CREST

SonicPLUS CUSTOM

Sクラス
（222系）

Sクラス
（222系）

Sクラス
（222系）

Sクラス
（222系）

Eクラス
（213系）

Eクラス セダン
（W213）

純正13スピーカー車＊1

純正13スピーカー車＊1

純正13スピーカー車＊1

純正10スピーカー車＊1

純正5スピーカー車＊2

Burmester®システム装着車

SCR-222〈 受注生産品〉

SC-222M

SC-222M4

SC-213M

SC-213Mb

SD-N52M×7本

SD-N52M×4本

SD-N52M×4本

アルミハイブリッド
エンクロージュア×7台

アルミハイブリッド
エンクロージュア×4台

アルミハイブリッド
エンクロージュア×4台

SCR-222L〈受注生産品〉
【10セット限定】
SD-N52GA×7本
（GAクラス）

SD-N52R×7本
（NRクラス）

SD-130GA×2本
（GAクラス）

SD-130R×2本
（NRクラス）

ワイドレンジ用：
Sonocast ARMS密閉型×7台

ワイドレンジ用：
Sonocast ARMS密閉型×7台

サブウーファー用：
マッシブダンピングプレート
一体型バッフル×2

サブウーファー用：
マッシブダンピングプレート
一体型バッフル×2

＊2
Cクラス
（205系 2018-）

Cクラス
（205系）/
＊2
GLC（253系）

SC-205Mn

SC-205M

SC-C205M

SC-A205M〈受注生産品〉

18mm口径マイクロファイバー
ドームトゥイーター×2

SD-N52M×5本

SD-N52M×4本

SD-N52M×4本

SD-N52M×4本

アルミハイブリッド
エンクロージュア×6台

アルミハイブリッド
エンクロージュア×4台

アルミハイブリッド
エンクロージュア×4台

アルミハイブリッド
エンクロージュア×4台

アルミハイブリッド
エンクロージュア×4台

Cクラス クーペ
＊2
（C205型）

Cクラス カブリオレ
＊2
（A205型）

SD-N52M×7本

アディショナル
コンペンセーター×2
（純正サブウーファー用）

アディショナル
コンペンセーター×2
（純正サブウーファー用）

アディショナル
コンペンセーター×1
（純正サブウーファー用）

ハイパス/ローパス
独立式ネットワーク×2

アディショナル
コンペンセーター×2
（純正サブウーファー用）

アディショナル
コンペンセーター×1
（純正サブウーファー用）

アディショナル
コンペンセーター×1
（純正サブウーファー用）

アディショナル
コンペンセーター×1
（純正サブウーファー用）

ネットワーク

GAクラス専用品

Rクラス専用品

推奨取付時間

7H

7H

5H

3.5H

2H

4H

2.5H

2H

3H

3H

本体価格

2,800,000円

2,300,000円

800,000円

450,000円

350,000円

700,000円

450,000円

350,000円

350,000円

350,000円

「SonicPLUS THE CREST」
スペシャルサイト

「SonicPLUS CUSTOM」
スペシャルサイト

アディショナル
コンペンセーター×1
（純正サブウーファー用）

＊1 Burmester ®ハイエンド3Dサラウンドサウンドシステム装着車には取り付けできません。 ＊2 Burmester ®サラウンドサウンドシステム装着車には取り付けできません。
● SonicPLUS

CUSTOM SC-205M/SC-205Mnにはフロント専用単品、
リア専用単品もございます。● 表記の価格は取付費別の税別価格です。

● 掲載のインテリア写真は装着イメージです。各モジュールは純正グリル内に収容されるため実際には見えません ● 車両イラスト上のスピーカー取り付け位置と縮尺比は実際と異なります ● 製品の性能を

sonic-design.co.jp/lp/
SonicPLUSTHECREST/

動画公開中

www.sonic-design.co.jp/lp/
SonicPLUSCUSTOM_mercedes-benz/

充分に引き出し、安全にお使いいただくために、取り付けは弊社認定販売店にご依頼ください。ご予約いただければ即日取り付けにも対応いたします● 掲載製品は本カタログ発行時点のものです。予告なく

動画公開中

仕様が変更されたり販売を終了することがあります● 製品についてのお問い合わせはinfo@sonic-design.co.jpまたは043-209-1777へどうぞ。

www.sonic-design.co.jp

2019年2月作成

