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ワイナリーでいい音とおいしいワインを楽しもう
「SonicPLUS× 勝沼ワイン体験会 2017」及び
「勝沼ワインプレゼントキャンペーン 第 2 弾」を開催
～ワインの試飲や工場見学、SonicPLUS の試聴、レーシングドライバー
『荒 聖治』選手によるトークショーなどを開催。ソニックデザイン製品のご成約で
勝沼ワイン 2 本をプレゼントするキャンペーンも実施～
ソニックプラスセンター山梨（山梨県甲府市上今井町 2449-6、代表取締役：窪田英樹）は、SonicPLUS 装着
デモカーの試聴やレーシングドライバー『荒 聖治』選手によるトークショーに加え、ワインの試飲＊や工場見学もで
きる「SonicPLUS× 勝沼ワイン体験会」を 4 月 23 日（日）にシャトー勝沼にて開催いたします。また、期間中ソニッ
クデザイン製品を合計 35,000 円（税抜）以上お買い上げ（ご契約）いただいたお客様に、シャトー勝沼オリジナ
ル「勝沼ワイン（赤白 2 本）」をプレゼントする「勝沼ワインプレゼントキャンペーン」を 2017 年 3 月 10 日（金）
より 5 月 28 日（日）まで開催いたします。昨年 4 月に初開催した本イベントとキャンペーンは、好評につき今回で
第 2 回目の開催となります。
* お車でお越しのお客様にはワインの試飲は差し控えさせて頂きます。

主催：ソニックプラスセンター山梨
協賛：ソニックプラスセンター札幌、ソニックプラスセンターいわき、
ソニックプラスセンター大宮（4 月 27 日オープン 運営：オートブラスト）、ソニックプラスセンター金沢、
ソニックプラスセンター名古屋、（株）交通タイムス社、（株）ソニックデザイン

SonicPLUS 装着デモカー（一例） 左からトヨタ C-HR、トヨタ 86、スバル レヴォーグ STI Sport

「シャトー勝沼」
ワインの生産に適した気候と土壌を持ち、数多くのワイナリーが
存在する山梨県の甲州・勝沼エリア。シャトー勝沼は、世界的に
も評価が高まっている勝沼ワインを約 30 年に渡り造り続けてい
るワイナリーです。
〒 409-1302 山梨県甲州市勝沼町菱山 4729
http://www.chateauk.co.jp/
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SonicPLUS× 勝沼ワイン体験会 について
勝沼ワインの生産地・山梨県の勝沼ワイナリーで、ワイン工場の見学や試飲と、カーオーディオの試聴やレーシング
ドライバー『荒 聖治』選手によるトークショーなどを楽しめる「SonicPLUS× 勝沼ワイン体験会」を開催いたします。
＜開催日程＞
2017 年 4 月 23 日（日）10 時～ 16 時

※雨天決行

＜開催場所＞
シャトー勝沼

〒 409-1302 山梨県甲州市勝沼町菱山 4729

http://www.chateauk.co.jp/
＜入場・参加費用＞
無料（入場料・駐車料無料） どなたでもお申込みなしでご入場いただけます。
＜イベント概要＞
１．シャトー勝沼 工場見学とオリジナルワインの試飲 *
２．レーシングドライバー『荒 聖治』選手によるトークショー
３．SonicPLUS 全メーカー試聴体験会
４．プロによる無料サウンド調整
５．「XaCAR 86&BRZ magazine」オーナー撮影会
６．ご来場・お見積もりプレゼント
７．ご成約プレゼント
* お車でお越しのお客様にはワインの試飲は差し控えさせて頂きます。

SonicPLUS× 勝沼ワイン体験会 昨年の様子
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１．シャトー勝沼 工場見学とオリジナルワインの試飲 *
シャトー勝沼の工場にてワインが生産される行程を見
学いただけます。見学後にはオリジナルのワインの試
飲も可能 *。ブドウの栽培に適した山梨県勝沼地域が
生んだ、世界的にも評価の高い勝沼ワインの芳醇な
味わいをご堪能いただけます。
* お車でお越しのお客様にはワインの試飲は差し控えさせて頂きます。

２．レーシングドライバー『荒 聖治』選手によるトークショー
フリーアナウンサーの鈴木春花さんを MC に迎え、レーシングドライバー「荒 聖治」選手によるトークショーを
行います。どなたでもご自由にご観覧いただけます。
荒 聖治（あら せいじ）選手
1974 年生まれ、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。今年もスーパー GT（BMW Team Studie）やスーパー耐久に参戦。
レースの他に、雑誌やテレビなどでも活躍中。

鈴木 春花（すずき はるか）氏
埼玉県出身のフリーアナウンサー。テレビ山梨のアナウンサーとして報道番組や情報番組などで活躍した後、
結婚・出産を経てフリーアナウンサーに。現在はテレビ山梨の番組 MC やイベント出演など多方面で活躍中。
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３．SonicPLUS 全メーカー試聴体験会
SonicPLUS ラインアップの全ブランドを試聴展示いたします。各製品、各グレードの音の違いなどを、どなたでも
ご自由にご試聴いただけます。また、トヨタ アクアについては SonicPLUS 装着車両と純正スピーカー車両の 2 台
をご用意しますので、音質はもちろん、車外への音漏れ防止効果も比較体験することができます。
・展示デモカーと搭載システム
トヨタ C-HR

×

SP-CHR10M/SP-P31RM（ハイグレードモデル）

トヨタ アクア

×

SP-AQUA2M/SP-P30RM（ハイグレードモデル）

トヨタ 86

×

SP-862M（ハイグレードモデル）

トヨタ プリウス
（新型50系）

×

SP-P50M/SP-P30RM（ハイグレードモデル）

スバル レヴォーグ STI Sport

×

SFR-S01M（ハイグレードモデル）

スバル インプレッサ スポーツ

×

SFR-S04M（ハイグレードモデル）

スバル WRX STI

×

SFR-S01M（ハイグレードモデル）

メルセデス・ベンツ Cクラス
（205系） ×

SC-205M（ソニックプラス カスタム）

メルセデス・ベンツ Cクラス
（204系） ×

SP-204M（ハイグレードモデル）

BMW 3シリーズ

×

SP-F30M/SP-F30RM（ハイグレードモデル）

アウディ A1

×

SP-A11E（スタンダードモデル）

※デモカーと搭載システムは、余儀なく変更される場合がございます。また試聴につきましては、時間や人数の都合上、
ご要望に添えない場合もございます。予めご了承ください。

展示デモカーと搭載システム（一例）
左からトヨタ C-HR × SP-CHR10M、トヨタ 86 × SP-862M、スバル レヴォーグ STI Sport × SFR-S01M
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４．プロによる無料サウンド調整（スバル車オーナー様、先着 10 台限定）
SonicPLUS 製品の取り付けとサウンド調整に豊富な経験を持つソニックプラスセンターの専任インストーラー（取り
付け技術者）が、スバル純正 AV ナビのサウンド調整を無料で実施します。スバル純正オプションのソニックデザイ
ン製スピーカーセットと、スバル純正 AV ナビを組み合わせてお使いになっているスバル車オーナー様であれば、どこ
のスバル販売店で購入されたものでも無料で調整を承ります。なお、無料調整には事前予約が必要です。ソニックプ
ラスセンター山梨へお電話かメールでご予約ください *。当日は予約時間の 15 分前までに会場へお越しください。
* 特定の時間帯にご予約が集中した場合、ご予約時に調整をお願いする場合もございます。

ソニックプラスセンター山梨

TEL：055-241-2570

E-mail：info@spc-y.com

５．「XaCAR 86&BRZ magazine」オーナー撮影会
本イベントに協賛する（株）交通タイムス社のブースでは、XaCAR 編集部よりトヨタ 86 のデモカーを展示。また、
希望するオーナー様と愛車の撮影会も実施します。お申込み・お問い合わせについては「XaCAR 86&BRZ マガジ
ン Vol.15」（2017 年 3 月 10 日発売号）掲載の広告をご覧ください。

６．ご来場・お見積もりプレゼント
当イベントにご来場されたお客様には、
ご来場記念品として「ソ
ニックプラスセンター特製ロゴステッカー」を、ソニックデザイ
ン製品のお見積りをされたお客様には「オリジナル液晶ディス
プレイクリーナー」をプレゼントいたします。

左／ソニックプラスセンター特製ロゴステッカー
右／液晶ディスプレイクリーナー

７．ご成約プレゼント
当日ソニックデザイン製品を合計 35,000 円
（税抜）以上お買い上げ（ご契約）いただ
きますと、シャトー勝沼オリジナル「勝沼ワ
イン 2 本（赤白セット）」、SonicPLUS イメー
ジキャラクター「プラスくん」特製マスコット
（1 個）、SonicDesign 特製ロゴバッジ（1
組 2 個）などをもれなくプレゼントします。

勝沼ワイン 2 本（赤白セット）

プラスくん
特製マスコット

SonicDesign
特製ロゴバッジ

※画像は実際のプレゼント品と異なる場合があります。
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勝沼ワインプレゼントキャンペーン について
＜キャンペーン期間＞
2017 年 3 月 10 日（金）〜 5 月 28 日（日）
＜キャンペーン概要＞
期間中、キャンペーン参加店舗にてソニックデザイン製品を合計 35,000 円（税抜）以上お買い上げ（ご契約）い
ただきますと、シャトー勝沼オリジナル「勝沼ワイン 2 本（赤白セット）」をプレゼントします。
＜キャンペーン参加店舗＞
ソニックプラスセンター札幌、ソニックプラスセンターいわき、ソニックプラスセンター大宮（4 月 27 日オープン
運営：オートブラスト）、ソニックプラスセンター山梨、ソニックプラスセンター金沢、ソニックプラスセンター名古屋
＜プレゼント品について＞
地元勝沼のぶどう生産者も愛飲する、赤白 2 本がセットになったワインです。ラ
ベルには、今回のキャンペーンを記念して SonicPLUS イメージキャラクター「プ
ラスくん」をあしらいました。
赤：味わいはやさしく、やわらかで渋味が少なく、すっきりした軽い飲み口の辛口
タイプの赤ワイン。軽快で優しく、渋味も軽めでのみやすいバランスのとれたワイ
ンで、家庭料理一般に合わせやすいフイプです。
白：ぶどうの新鮮さと果実香のある爽やかな甘口タイプのワイン。味わいは、丸
みがありやわらかでバランスが良く調和し、全体的には軽快な印象があります。
※画像は実際のプレゼント品と異なる場合があります。

勝沼ワイン 2 本（赤白セット）
※画像はイメージです。

本件についてのお問い合わせ先
ソニックプラスセンター山梨 TEL：055-241-2570 E-mail：info@spc-y.com
http://www.sonic-design.co.jp/sonicplus-center/yamanashi/
ソニックプラスセンター札幌 TEL：011-789-7887 E-mail：sapporo@sonicpluscenter.com
http://www.sonic-design.co.jp/sonicplus-center/sapporo/
ソニックプラスセンターいわき TEL：0246-32-3367 E-mail：usdiner@zpost.plala.or.jp
http://www.sonic-design.co.jp/sonicplus-center/iwaki/
ソニックプラスセンター大宮

TEL：048-423-4855

E-mail：omiya@sonicpluscenter.com

ソニックプラスセンター金沢

TEL：076-214-6717

E-mail：kanazawa@sonicpluscenter.com

（4月27日オープン 運営：オートブラスト）

http://www.sonic-design.co.jp/sonicplus-center/kanazawa/

ソニックプラスセンター名古屋 TEL：052-325-8908 E-mail：nagoya@sonicpluscenter.com
http://www.sonic-design.co.jp/sonicplus-center/nagoya/

以上
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