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「SonicPLUS」トヨタ 86 専用リミテッドモデル
「SP-86L」「SP-868L」FINAL EDITION を各 40 セット限定で発売
〜ピュアアラミド振動板採用トゥイーターを新たに搭載した特別企画品。
発売を記念して試聴体験会も開催〜

株式会社ソニックデザイン
（所在地：千葉県千葉市、代表取締役：佐藤敬守）
は、車種別
専用スピーカーパッケージ「SonicPLUS」
（ソニックプラス）
シリーズの新製品として、
ピュアアラミド振動板採用トゥイーターを搭載したトヨタ 86（ハチロク）専用リミテッ
ドモデル
「SP-86L FINAL EDITION」
「SP-868L FINAL EDITION」
（全国合計各40
セット）
を、2018年3月10日より全国のソニックプラスセンターおよびソニックデザイン
製品認定販売店で発売いたします。
また、発売を記念して本製品を装着したトヨタ 86
のデモカーを試聴できる
「SonicPLUS×トヨタ 86試聴体験会」
を開催します。
「SonicPLUS」（ソニックプラス）トヨタ 86（ZN6）専用モデル
スピーカーパッケージ「SP-86L FINAL EDITION」
＊1
トヨタ 86（ZN6）
純正6スピーカー装着車専用リミテッドモデル フロント専用＊2

本体価格 19万6000円（セット）
＋税

取付費別

推奨取付時間：3H

スピーカーパッケージ「SP-868L FINAL EDITION」
＊11
トヨタ 86（ZN6）
純正8スピーカー装着車専用リミテッドモデル フロント専用＊2

本体価格 20万3000円（セット）
＋税
特別企画品

取付費別

推奨取付時間：3H

数量限定（全国合計各40セット）

＊1：「GT“Limited”」または「GT」グレード専用です。
＊2：リアスピーカーの設定はありません。純正リアスピーカーと組み合わせてお使いください。

SonicPLUS 86L 868L
SonicPLUS 86L 868L
スピーカーパッケージ「SP-86L / 868L FINAL EDITION」
（ネットワーク付属）
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「SP-86L FINAL EDITION」
「SP-868L FINAL EDITION」製品概要
●「SonicPLUS」シリーズについて
ソニックデザインの「SonicPLUS」シリーズは、車両の資産価値や操作性を犠牲に
することなくカーオーディオの音質を改善したいとお考えのカーオーナーを対象に企
画・開発した車種別専用スピーカーパッケージです。本製品はボルトオン＆カプラー
オンで簡単・確実に装着できることを目指して設計されており、カーオーディオの音質
をもっとも大きく左右するフロントスピーカーのみの交換で、純正装着のデッキやリア
スピーカーなどを活かしながら音のグレードアップを図ることが可能＊ 1。独自のエンク
ロージュア（キャビネット）一体型ドアウーファーモジュールがスピーカーユニット背
面からドア内部への音の放出を遮断し、従来のカーオーディオの宿命であった車外へ
の音漏れ＊ 2 や内装材などの共振による音質劣化も大幅に抑制できます。加えて、将
来お乗り換えの際には「SonicPLUS」から純正スピーカーに戻したり、別の同系車
種への載せ替え＊ 3 も可能とするなど、車両の価値を損なわないよう配慮しました。
＊ 1：弊社製品認定販売店（カーオーディオ専門店）では、「SonicPLUS」の高音質をさらに引き立
てる多彩なグレードアッププランも用意しております。詳しくは販売店または弊社へご相談ください。
＊ 2：純正リアスピーカーからの音漏れを抑制することはできません。
＊ 3：取り外しや再装着を販売店に依頼される際には別途脱着工賃が発生します。

●特別企画品
「SP-86L FINAL EDITION」
「SP-868L FINAL EDITION」について
今回発売する「SP-86L FINAL EDITION」「SP-868L FINAL EDITION」は、弊
社の愛好家向けハイエンドラインである「プレミアムライン」用ウーファーモジュール
（UNIT-N70F 相当ウーファーモジュールにアルミ削り出し取付ブラケットを装着した
専用品）
の投入などにより SonicPLUS 史上最高音質＊を実現したリミテッドモデルに、
ピュアアラミド振動板採用トゥイーターを搭載した特別企画品です。ソニックデザイン
が誇るピュアアラミド振動板とソノキャスト・エンクロージュアがもたらすスケール豊か
で自然な音色、レスポンスとエネルギー感との高度な融合をお楽しみください。本製
品のために特別に製作した専用オーナメントバッジ（4 個）も付属しています。
＊「SonicPLUS THE CREST」を除く SonicPLUS 製品史上最高の音質仕様、という意味です。
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「SP-86L FINAL EDITION」
「SP-868L FINAL EDITION」主な特徴
1. ピュアアラミド・コーンウーファーとソノキャスト・エンクロージュアとを
組み合わせた高級ウーファーモジュール
弊社のハイエンドライン「プレミアムライン」シリーズの「UNIT-N70F」をベースに、
トヨタ 86 専用取付ブラケットを装着した高級ウーファーモジュールを採用。冷凍保
存された最高純度のピュアアラミド素材を贅沢に使用したソニックデザイン独自の
ピュアアラミド振動板や大型フェライトマグネットによる大容量磁気回路を投入した
小型高性能 77mm ウーファーユニット、モジュールの共振やモジュール内外での音の
回折現象を排除してクリアな中低音再生を実現するソノキャスト・エンクロージュアが
再生限界を拡大し、サイズを超越したスケール豊かで自然な音色をお楽しみいただけ
ます。またフルエンクロージュア方式の採用により、車外への音漏れ * や走行時の気
圧変化に起因する音質への影響も低減しています。
＊純正リアスピーカーからの音漏れを抑制することはできません。

2. ソニックデザイン伝統の素材と技術が、情報量あふれる高音を生み出す
ピュアアラミド振動板採用の 18mm ドームトゥイーター
トゥイーター部には、ソニックデザイン伝統のピュアアラミド振動板とナローギャップ・
モーターシステムとを組み合わせ、コンパクトに仕立てた 18mm ドームトゥイーター
＝ SD-T18F 型を採用しました。「プレミアムライン」で実績を積んだ最高品質のピュ
アアラミド素材と高密度ネオジウムマグネットによる強力な磁気回路が、情報量あふ
れる伸びやかな高音を生み出し、同時にウーファーとの音色統一も徹底させています。

3. ハイパス / ローパス独立式の高性能ネットワーク
プレミアムライン用ウーファーモジュールの特性を遺憾なく発揮させる専用設計の高
性能クロスオーバーネットワークを付属。トヨタ 86 の車室内音響特性を最大限に活
かせるよう定数などを最適にチューニングするとともに、回路基板を制振効果の高い
樹脂チューブで小さく固めることで走行中の振動の影響や湿気などによる劣化を排除
し、ドア内への設置作業も容易にしています。
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4. 簡単・確実な取り付けで車両の価値も損なわない車種別専用設計
車両の価値を損なうことなく簡単・確実に装着できる * 車種別専用設計。将来お乗り
換えの際の現状復帰（別途工賃が発生します）も容易に行えます。
＊「SonicPLUS」は、取り付け作業を販売店にご依頼いただくことを前提に開発された製品です。弊
社では、お客様ご自身による車両の分解やオーディオ取り付け作業などを推奨しておりません。また、
「SonicPLUS」にはお客様向けの取付説明書類を付属しておりませんのでご了承ください。

5. オーナーの証、
「86L」
専用オーナメントバッジを付属
本製品のために特別に製作した専用オーナメントバッジ
（4個）
を付属。
ソニックデザイン
のブランドロゴに
「86L」
の文字をあしらったデザインで、純正スピーカーグリルの表面な
どに取り付けることができます。

「86L」専用オーナメントバッジ

装着イメージ

●
「SP-86L FINAL EDITION」
「SP-868L FINAL EDITION」
製品内容と装着イメージ

SP-86L FINAL EDITION

装着イメージ

（画像は合成です。
実際にはスピーカーユニットは見えません）
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「SonicPLUS× トヨタ 86 試聴体験会」 概要
「SP-86L FINAL EDITION」
「 SP-868L FINAL EDITION」発売を記念して、本製
品を装着したトヨタ 86デモカーの試聴ができる試聴体験会を開催します。当日は製
品の即日取付にも対応しますので、デモカーを試聴した当日＊に愛車のスピーカー交
換を行えます。
＊予約状況や混雑状況などの都合により、即日対応できない場合もございます。

〈期間〉

2018 年 3 月 17 日（土）・3 月 18 日（日）

〈開催店舗と装着製品〉

ソニックプラスセンター札幌

SP-86L FINAL EDITION

ソニックプラスセンターいわき

SP-86L FINAL EDITION

ソニックプラスセンター大宮

SP-86L FINAL EDITION

ソニックプラスセンター山梨

SP-86L FINAL EDITION

ソニックプラスセンター名古屋

SP-86L FINAL EDITION

ソニックプラスセンター豊田

SP-86L FINAL EDITION

ソニックプラスセンター金沢

プレミアムライン

ソニックプラスセンター大阪

SP-86L FINAL EDITION

UNIT-N70R / UNIT-N55GA

※ソニックプラスセンターいわきのみ、デモカーがスバル BRZ になります。
※ デモカー及び装着製品は変更になることがございます。予めご了承ください。

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-mail：info@sonic-design.co.jp

以上

5/5

