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車種別専用スピーカーパッケージ「SonicPLUS」
シリーズの
トヨタ C-HR専用リミテッドモデル「SP-CHR L」
を200セット限定で発売
〜プレミアムライン用ウーファーモジュール採用の特別企画品第四弾。
発売を記念して全国のソニックプラスセンターで試聴体験会も開催〜

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）はこのた
び、簡単・確実な交換装着によって純正カーオーディオシステムの高音質化を手軽に実
現する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、
トヨタ C-HR専用リミテッドモデル
「SP-CHR L」
（全国合計200セット）
を
2017年5月15日より全国のソニックデザイン製品認定販売店（ソニックプラスセンター
およびプレミアムライン製品認定販売店）
の一部で発売いたします。
また、発売を記念し
て、
リミテッドモデルを含む
「SonicPLUS」C-HR専用モデルを装着したトヨタ C-HRの
デモカー＊を試聴できる
「SonicPLUS×トヨタC-HR試聴体験会」
を開催いたします。
＊：デモカーは1店舗につき1台となります。装着グレードに関しては各店舗までお問い合わせください。

ソニックデザイン「SonicPLUS」
（ソニックプラス） トヨタ車専用モデル
スピーカーパッケージ「SP-CHR L」
トヨタC-HR専用リミテッドモデル フロント専用＊
本体価格 19万0000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200セット）

＊：
「SP-CHR L」
にリアスピーカーの設定はありません。推奨リアスピーカーとしてリア専用ハイグレー
ドモデル「SP-P31RM」
（別売）
を用意しています。

SonicPLUS
ソニックデザイン スピーカーパッケージ「SP-CHR L」
（C-HR専用リミテッドモデル、
ネットワーク付属）
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「SP-CHR L」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-CHR L」について
今回発売する「SP-CHR L」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、表面
加工を施したブラッシュシルバーの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コーンウーファーとソノキャスト・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。
なお「SP-CHR L」
には、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（2個）
を付属しています。
＊：
「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-CHR L」主な特徴
1. ソニックデザインが誇るピュアアラミド・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 C-HR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. ウーファーとの音色統一を徹底させたマイクロファイバー振動板を採用。
スムースな高域再生の高性能18mmドームトゥイーター
独自のマイクロファイバー振動板によってウーファーと音色を統一した18mm口径の
高性能ドームトゥイーター、
「SD-T18」型を採用。
ナローギャップ・モーターシステムに
よる強力な磁気回路とも相まって、
より上質な高域再生を実現しました。
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 C-HR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。
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。
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5. オーナーの証、
「SP-CHR L」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（2個）を付属。
ソニックデザイ
ンのブランドロゴに
「C-HR L」
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。
「SP-CHR L」専用オーナメントバッジ

●「SP-CHR L」製品内容

スピーカーパッケージ「SP-CHR L」

「SP-CHR L」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。）

●
「SP-CHR L」
販売チャンネルについて
「SP-CHR L」は合計200セットの数量限定で、全国の弊社製品認定販売店（ソニッ
クプラスセンター、カーオーディオ専門店）の一部を通じて販売いたします。通常の
SonicPLUS製品とは販売チャンネルが異なりますのでご注意ください。

4/6

Press Information

「SonicPLUS × トヨタ C-HR 試聴体験会」 概要
小型クロスオーバー SUV「トヨタ C-HR」のために専用設計された「SonicPLUS」
のクリアなサウンドを、実際に車両に装着した状態で試聴することができます。内
装や配線の加工作業を一切行わないボルトオン＆カプラーオンでの装着でありなが
ら、圧倒的な音の違いを生み出す SonicPLUS のサウンドや、外部への音漏れの
違いなどをじっくりとお確かめいただけます。
〈期間〉
2017年5月20日
（土）～21日
（日）、27日
（土）～28日
（日）
〈試聴製品〉
＊
SonicPLUS CHR L リミテッドモデル 「SP-CHR L」

フロント用

SonicPLUS CHR ハイグレードモデル 「SP-CHR10M」 フロント用
「SP-P31RM」

リア用

SonicPLUS CHR スタンダードモデル 「SP-CHR10E」 フロント用
「SP-P31RE」

リア用

＊：リアスピーカーはリア専用ハイグレードモデル「SP-P31RM」
を用意しています。
※デモカーは1店舗につき1台となります。装着グレードに関しては各店舗までお問い合わせください。

SonicPLUS CHR ハイグレードモデル

左：
「SP-CHR10M」
フロント用

右：
「SP-P31RM」
リア用

SonicPLUS CHR スタンダードモデル

左：
「SP-CHR10E」
フロント用

右：
「SP-P31RE」
リア用
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〈実施店舗・開催日〉
ソニックプラスセンター札幌

5月20日
（土）
～21日
（日）

ソニックプラスセンター秋田

5月27日
（土）
～28日
（日）

ソニックプラスセンターいわき

5月27日
（土）
～28日
（日）

ソニックプラスセンター大宮

5月20日
（土）
～21日
（日）

ソニックプラスセンター神奈川

5月20日
（土）
～21日
（日）
、
5月27日
（土）
～28日
（日）

ソニックプラスセンター山梨

5月27日
（土）
～28日
（日）

ソニックプラスセンター金沢

5月20日
（土）
～21日
（日）

ソニックプラスセンター浜松

5月20日
（土）
～21日
（日）

ソニックプラスセンター名古屋

5月27日
（土）
～28日
（日）

ソニックプラスセンター豊田

5月20日
（土）
～21日
（日）
、
5月27日
（土）
～28日
（日）

ソニックプラスセンター京都

5月27日
（土）
～28日
（日）

ソニックプラスセンター大阪

5月27日
（土）
～28日
（日）

ソニックプラスセンター神戸

5月20日
（土）
～21日
（日）

〈特典〉 イベント当日は即日取付に対応
試聴体験会当日にご成約いただいた C-HR オーナー様に限り、即日取付に対応いたし
ます。SonicPLUS を試聴したその日のうちに、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。

本キャンペーンに関する詳細は、キャンペーン実施店舗へお問い合わせください。

●トヨタ C-HR オーナーに向けたソニックデザインオーナーズクラブについて
ソニックデザイン製品オーナーの交流を目的とした
「ソニックデザインオーナーズクラブ
for プリウス＆C-HR」
に入会いただくと、
「会員証」
「オーナーズクラブ オリジナルステッ
カー（1枚）」
「ソニックデザインロゴバッジ（2個）」
を進呈します。
ソニックデザイン製品を
C-HRで愛用されている方ならどなたでも入会でき、
クラブ独自のミーティングやキャン
ペーンなど、
様々なイベントを予定しています。
会員登録は下記のURLから行えます。
https://www.sonicdesign-owners.com/prius/

プリウス&C-HR オーナーズクラブロゴ

ソニックデザイン特製ロゴバッジ

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
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