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モータースポーツの興奮とカーオーディオの楽しさをミックスした
新しいサーキットイベント「ソニックデザイン サウンドアスロン 2」を開催
〜レーシングドライバー「荒 聖治」選手をゲストに迎え、楽しいアクティビティを提供〜

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、
モータースポーツの興奮とカーオーディオの楽しさをミックスした新しいサーキット
イベント「ソニックデザイン サウンドアスロン2」を、来る2015年8月23日（日）に 「ス
ポーツランドやまなし」（山梨県韮崎市）で開催します。本イベントでは、カーオーディ
オの原点である「走る歓びと聴く歓びの融合」をテーマに、お客様ご自身の愛車での
サーキット走行体験、レーシングドライバー「荒 聖治」選手を迎えてのエキジビション
走行や同乗走行体験、ソニックデザイン製カーオーディオ装着デモカーの試聴など、
クルマとオーディオにかかわる楽しいアクティビティを提供。カーオーディオ愛好家
の皆様はもちろんのこと、車種別スピーカーパッケージ 「SonicPLUS」シリーズに関
心をお寄せいただくスポーツカーオーナーなど、これまでのカーオーディオの枠を超
えた幅広いお客様に楽しんでいただけるイベントとなることを目指しました。好評につ
き、今年で第2回目の開催を迎えます。
また、各アクティビティへのご参加はソニックデザインユーザーの皆様を対象とした「サ
ウンドアスロン2 ウェルカムキャンペーン」による抽選制となっております。応募方法など
の詳細につきましては、ソニックデザイン ホームページ内の「サウンドアスロン2 ウェル
カムキャンペーン」特設ページなどをご覧ください。

「ソニックデザイン サウンドアスロン」について

イベント名称の「サウンドアスロン」とは、音を意味する「SOUND」と、スポーツな
どの競技を意味する「ATHLON」を組み合わせた造語で、モータースポーツとカーオー
ディオの楽しさをミックスした本イベントの性格を表しています。弊社では、試聴を
中心としたミーティングイベント「ソニックデザイン リスニングキャンプ」とともに本
イベントを定期的に開催し、カーオーディオの魅力をより幅広く訴求してまいります。
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「ソニックデザイン サウンドアスロン 2」　開催概要

●開催日時
2015 年 8 月 23 日（日）　午前 10 時〜午後 3 時　雨天決行

●開催場所
「スポーツランドやまなし」（山梨県韮崎市）

●入場・参加費用
無料（入場料・駐車料無料）　どなたでもお申し込みなしでご入場いただけます。

●会場内での主なアクティビティ
1 ：愛車によるサーキットのファミリー走行体験
お客様ご自身の愛車によるサーキット走行体験。走行距離は約 3km（3 周）、ペース
カーが先導します。ご友人やご家族の同乗も可能です。（抽選で 60 組様をご招待 *）

2：レーシングドライバー『荒 聖治』選手の操縦によるサーキット同乗走行体験
日本のトップレーシングドライバー 「荒 聖治」選手の操縦によるサーキット走行を、
マシンの助手席に同乗してご体験いただきます。（抽選で 20 名様をご招待 *）

* 上記「１」「２」のアクティビティにつきましては、2015 年 7 月 1 日（水）〜 8 月
10 日（月）までの期間実施する「サウンドアスロン 2 ウェルカムキャンペーン」の賞
品として、事前にエントリーしていただいたソニックデザインユーザーの皆様のなかから
抽選でご招待いたします。応募方法などの詳細につきましては、ソニックデザイン ホー
ムページ内の 「サウンドアスロン 2 ウェルカムキャンペーン」特設ページなどをご覧く
ださい。

（次ページへ続く）
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荒 聖治 選手

荒 聖治（あら せいじ）選手のプロフィール
1974 年 5 月 5 日生まれ。千葉県出身のプロレーシングドラ
イバー。ル・マン 24 時間耐久レース（2004 年）で日本人で
は 2 人目となる総合優勝を果たすなど、1994 年のレースデ
ビュー以降 20 年にわたり国内外のレースで数々の輝かしい
戦績を誇る。2015 年シーズンは昨年に続き「BMW Sports 
Trophy Team Studie」にて、SUPER GT（GT300）に参戦。
レースの他に、雑誌やテレビなどでも活躍中。
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●会場内での主なアクティビティ（続き）
3 ：レーシングドライバー『荒 聖治』選手によるエキシビション走行
会場内サーキットで「荒 聖治」選手によるエキシビション走行を行います。どなたで
もご自由にご観覧いただけます。スケジュールなどの詳細は、ソニックデザイン ホーム
ページ内の 「ソニックデザイン サウンドアスロン 2」特設ページで順次ご案内します。

4：ソニックデザイン製カーオーディオ装着デモカー試聴会
ソニックデザイン公式デモカー、認定販売店デモカーなどを揃え、どなたでもご自由に
試聴していただけます。最高級システムから「SonicPLUS」まで、ソニックデザインの
音をお確かめいただけるさまざまなクラスのデモカーを用意する予定です。

5：『荒 聖治』選手によるカーオーディオ・トークショー
会場内特設ステージでは、ソニックデザインユーザーでもあるレーシングドライバー「荒 
聖治」選手によるカーオーディオ・トークショーを行います。どなたでもご自由に
ご観覧いただけます。スケジュールなどの詳細は、ソニックデザイン ホームページ内
の 「ソニックデザイン サウンドアスロン 2」特設ページで順次ご案内します。

タイムスケジュールなど各アクティビティの詳細についてはソニックデザイン ホーム
ページ内の 「ソニックデザイン サウンドアスロン 2」特設ページで順次ご案内します。
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「サウンドアスロン 2　ウェルカムキャンペーン」　について

＜エントリー期間＞
2015 年 7 月 1日（水）〜 8 月 10 日（月）

＜キャンペーンの対象となるお客様＞
ソニックデザインのカーオーディオ製品 * をお使いいただいているお客様、または
エントリー期間終了までにお買い上げいただくすべてのお客様が対象です。
* 製品の新旧、およびアフターマーケット品か自動車メーカー純正品かは問いません。

＜エントリー方法＞
上記の期間中に、弊社ホームページに掲載された全国の認定販売店、自動車販売
店、またはソニックプラスセンターに直接ご来店のうえ、エントリーしてください。
弊社での直接のお申し込みは承っておりません。

＜当選発表について＞
抽選後、申し込みいただいた販売店または当選者へ直接通知いたします。発表は当
選者への通知をもって代えさせていただきます。
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＜キャンペーンでお選びいただけるアクティビティ＞

＜ A コース＞
「レーシングドライバー『荒 聖治』選手の操縦によるサーキット同乗走行体験」
午前の部（10:50 集合） ：抽選で 10 名様（当選 1 組あたり1 名様分）
午後の部（13:20 集合） ：抽選で 10 名様（当選 1 組あたり1 名様分）
※イベント当日にも、抽選による特別枠をご用意しております。

ご乗車の際は肌が露出しない服（長袖、長ズボンなど）を着用のうえ、ヘルメット* を装着していた
だきます。* ヘルメットは会場で用意します。

＜ B コース＞
「愛車によるサーキットのファミリー走行体験」
午前の部（8:00 集合） ：抽選で 30 名様（当選 1 組あたり1台分）
午後の部（12:00 集合） ：抽選で 30 名様（当選 1 組あたり1台分）

ペースカーが先導しますのでサーキット走行が初めての方も気軽にご応募ください。同乗者は定員ま
で乗車可能。おひとりでも、ご友人やご家族と一緒でもお楽しみいただけます。

【ご注意】
・会場までの交通費は当選者様ご自身の負担となります。
・指定の集合場所に集合日時までにお越しいただけなかった場合、当選の権利は無効となります。
賞品の性質上、ご利用指定時刻の変更や代替金品などとのお取り替えなどは行うことができません。
また、やむを得ない事情でアクティビティが開催できなかった場合の補償はご容赦ください。
・アクティビティの集合時間や開始時間は都合により変更になる場合があります。詳細は「ソニック
デザイン サウンドアスロン 2」特設ページでご確認ください。

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 メール info@sonic-design.co.jp

以上
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