
10：00～20：00 10：00～20：00

7/2 satsat sun10➔

ヴァイブス ザ・サマーセール！！

スペシャルな9日間ご商談会開催!!
 お見逃しなく！！



File 01/04

各種クレジットカードご利用頂けます。 各種ローンご利用頂けます。月々3,000円～分割払い可能（最大84回まで）

中古品中古品

75Wモノラルパワーアンプ
P－100（4台セット）

サブウーファーシステム
TBM-CW77i

NEW

￥200,000 ￥240,000

￥98,000
￥100,000

マルチプロセシング
DACシステム
BEWITHSTATE

世界初！！

デジタル音源からスピーカーまでのフ
ルデジタル伝送により、ハイレゾ音源
も劣化させることなくダイレクトにス
ピーカーへの入力を可能とし、高音質
で原音に忠実なフルデジタルサウンド
を実現します。フローティング構造の採用により実現！！

当日はトランク内の
既設ユニットのブラックボディが

鮮やかで深みのある光沢が特徴の
サンライズレッドを纏った最新ユニットに

入れ替わります。

入門者向けの
システム構成ですが

純正とは比べものにならない
高音質です。

VIBESでは国内・外製品問わず
お客様のご要望、ご予算に
応じてブランド/グレードを
ご提案させて頂きます。

レクサス IS300h F SPORTレクサス IS300h F SPORT

7/2（土） ・3（日）

Produced by BEWITH※車種が変更になる場合があります。

7/9（土） ・10（日）

メーカーデモカー特別来店！！

これまで大画面を装着することが難し
かった車種でも搭載可能になりました。

多彩な車種に装着可能な
9V型モニター。
あなたの愛車に迫力の大画面！！

CN-F1D

（基本取付、調整込）

SDカーナビステーション

Z3 ¥125,000
フルデジタル サウンドプロセッサー

Z7 ¥87,000
17cmフルデジタル スピーカー

13cm2wayスピーカーシステム
TEMPO 5

展示品
￥58,000

モノブロック専用ファームウェア「MONO-SIX拡張ファームウェア」を搭載した
全チャンネル独立の超ド級ユニットSTATE A6R MONOが待望のお目見え！！

DIATONE

フランスの老舗ブランドFOCALの魅力的なサウンドを
トヨタ車を中心にお手軽に装着！！

SOUND CUP 2015
STATE Class 優勝

1DINメインユニット
DEH-P01

中古品

ご来店時に店長までご相談下さい。
交渉次第では更なる値引きも可能かも！？

IP432
￥38,000

TS-V172A
￥60,000

VIRTUS NANO 602
￥100,000

165.85
￥56,000

DS-G20
￥60,000

KFC-XS1703
￥37,000

T1675-S
￥58,000

Produced by ヴァイブス

NEW

いい音で夏のドライブを楽しもう！！

10：00～20：007/2 satsat sun10➔
スペシャルな9日間
　ご商談会開催！！

ショウ
ルーム
展示中

期間中に限り 超特価 にてご提供！！

※表記価格は全て税別です。

第1週 第2週

中古品



➔➔

Volkswagen

各種クレジットカードご利用頂けます。 各種ローンご利用頂けます。月々3,000円～分割払い可能（最大84回まで） ※表記価格は全て税別です。

表記のスピーカーは
一例です。
他のスピーカーをご希望
の場合は差額にて
対応させて頂きます。

File 02/04

純正スピーカーをグレードアップして透明感ある迫力のサウンドを楽しもう!!

《 パッケージ内容 》

《 施工後のポイント 》

《 施工後のポイント 》

FOCAL製トゥイーター+80mmスコーカーユニット／車種専用設
計ミッドユニット取付バッフル／ショートパーツ各種／取付、調整

《 パッケージ内容 》
１６５mm２Wayセパレートスピーカー　FOCAL PS 165F／車
種専用設計スピーカーユニット取付バッフル／オリジナルデッドニ
ングマット／ショートパーツ各種／取付、調整

デッドニングを丹念に施工したうえで当社オリジナルの
専用設計バッフルを介して1６㎝ユニットを強固に固定
する事で純正から飛躍的に力強い低域、表現力豊かな中
域が再生できます。デッドニングの施工で遮音性能も向
上します。FOCAL独自のFlax（リネン）素材のコーンは
素材自体のキャラクターは控えめですがナチュラルな出
音で新しいFOCALサウンドをご堪能頂けます。

《 施工後のポイント 》

《 パッケージ内容 》
１３０mm２Wayセパレートスピーカー　BEWITH BE-FIT 
B-1300U／車種専用設計スピーカーユニット取付バッフル／オリ
ジナルデッドニングマット／ショートパーツ各種／取付、調整

デッドニングを丹念に施工したうえで当社オリジナルの
専用設計バッフルを介して13㎝ユニットを強固に固定
する事で純正から飛躍的に力強い低域、表現力豊かな中
域が再生できます。デッドニングの施工で遮音性能も向
上します。国産高級ブランドBEWITHのエントリーモデ
ルながら上級モデル譲りの情報量豊かな音調をお楽しみ
頂けます。将来的にトゥイーターを５㎝ユニットに交換す
る事で更なる音質向上も可能です。

当社オリジナルの専用設計バッフルを介してスコー
カーを換装する事により中音の表現力、情報量が向上し
ます。　トゥイーターの設定の無いお車にトゥイーターを
追加する事により伸びのある滑らかな高音が再生でき
ます。
＊車種/グレードにより別途純正トゥイーターカバーが必要となります。

●上記プランに加え、運転席・助手席の両シート下の純正
ウーファーユニットも交換する事により、締りのある力強
い低音が再生されます。

《BMW/MINI ウーファーユニット 》

オプション・インストール

パッケージシステム合計

パッケージシステム合計

パッケージシステム合計

現行Cクラス（W/S/C205）
GLCクラス（X253）

BMW

MINI

パッケージシステム合計

パッケージシステム合計

Audi

VW

パッケージシステム合計

パッケージシステム合計

スバル

マツダ

《 パッケージ内容 》
１６０mm２Wayセパレートスピーカー　DIATONE DS-G20／
車種専用設計スピーカーユニット取付バッフル／オリジナルデッド
ニングマット／ショートパーツ各種／取付、調整

デッドニングを丹念に施工したうえで当社オリジナルの
専用設計バッフルを介して1６㎝ユニットを強固に固定す
る事で純正から飛躍的に力強い低域、表現力豊かな中域
が再生できます。デッドニングの施工で遮音性能も向上し
ます。優れた性能を備えたDIATONE独自の振動板素材
を各ユニットに採用する事により音色が統一されます。各
ユニットを上級グレードのDS-G500のユニットへ段階的
に換装する事で更なる音質向上も可能です。

パッケージシステム合計

ノア
ヴォクシー
エスクァイア

ALPHARD
VELLFIRE DIATONE

《 施工後のポイント 》

《 パッケージ内容 》
１7０mm２Wayセパレートスピーカー FOCAL ISS 170／付属
オリジナルトゥイーターボード×２／付属オリジナルミッドウーファー
ボード×２／デットニング（防振加工）／スピーカーケーブル／ショー
トパーツ（部材）／取付、調整

デットニング(防振加工)によりロードノイズの軽減に繋が
り、遮音性能も向上いたします。当社オリジナルボードで
取付のミッドウーファーは表現力も向上し、16cmならで
はの力強い低音が鳴り響きます。 トゥイーターはフロント
ガラス面の反射を考慮しながらオリジナルボードで固定
させます。伸びのある滑らかな音になります。

《 施工後のポイント 》

パッケージシステム合計

現行アルファード/
ヴェルファイア（30系）

《 パッケージ内容 》
１7０mm２Wayセパレートスピーカー FOCAL ISS 170／専用
オリジナルトゥイーターボード×２／付属オリジナルミッドウーファー
ボード×２／デットニング（防振加工）／スピーカーケーブル／ショー
トパーツ（部材）／取付、調整

デットニング(防振加工)によりロードノイズの軽減に繋がり、遮音性
能も向上いたします。当社オリジナルボードで取付のミッドウー
ファーは表現力も向上し、16cmならではの力強い低音が鳴り響き
ます。 トゥイーターはフロントガラス面の反射を考慮しながらオリジ
ナルボードで固定させます。伸びのある滑らかな音になります。

パッケージシステム合計
プリウス

《 施工後のポイント 》

パッケージシステム合計
ハリアー

《 パッケージ内容 》
１６５mm２Wayセパレートスピーカー　FOCAL PS 165F／専
用オリジナルトゥイーターボード×２／専用オリジナルミッドウー
ファーボード×２／デットニング（防振加工）／スピーカーケーブル／
ショートパーツ（部材）／取付、調整

デットニング(防振加工)によりロードノイズの軽減に繋がり、遮音性
能も向上いたします。当社オリジナルボードで取付のミッドウー
ファーは表現力も向上し、16cmならではの力強い低音が鳴り響き
ます。 トゥイーターはフロントガラス面の反射を考慮しながらオリジ
ナルボードで固定させます。伸びのある滑らかな音になります。

《 施工後のポイント 》

＊車種/グレードにより別途追加費用が発生する場合がございます。 ＊パッケージのスピーカーは一例です。その他のスピーカーをご希望の場合もお気軽にご相談ください。

Step1ドアチューニングプラン

スピーカーユニット（純正品含む）はそのままで、防振 / 防音 / 制振
/遮音効果を向上させる各種ドアチューニング施工のプランです。

国産車 輸入車

まずはお手軽にまずはお手軽に
10：00～20：007/2 satsat sun10➔

スペシャルな9日間
　ご商談会開催！！



各種クレジットカードご利用頂けます。

ALPHARD / VELLFIRE NEW PRIUS

エンジンスターター簡単操作！！

アンテナ+リモコン
セット¥20,000（税別）

※「車両内にスマートキー設置不要」のCAB-BUS対応セキュリティ+エンジンスターターセットです。

【エンジンスターターのメリット】
夏場のサウナ風呂状態の車内や、冬場
の凍える車内とは、もうサヨナラです。
暖機運転を行うことでエンジンにも優
しい仕様になります。

純正のシステム
を損なうことなく
エンジン始動が
可能になります。

各種ローンご利用頂けます。月々3,000円～分割払い可能（最大84回まで）

ＬＯＣＫ音は専用サイレンを使用し、ドアロック/アンロック時に
ハリウッド映画に出てくるようなアンサーバック音 ♪キュンキュン
を発報します。

施工費

本体価格 施工費

Ver2.2～Ver2.6

File 03/04

LEXUS NX

S660

VOXYharrier elgrand esquire noah

CX-5輸入車 WRX STI/S4

ヴァイブスが
自信を持って
オススメする

DRY-AS365GPd

セキュリティシステムと連動させることで
警告警報時に動作します。

ドライブレコーダー【オプション】

01/VⅡ

＊当店は北陸エリアで唯一の信頼のある
  ゴルゴSuper Pro Shop認定店です。

ゴルゴ

施工費込み

作業1日

施工費込み

作業1日
施工費込み

作業1日

施工費込み

作業1日

10：00～20：007/2 satsat sun10➔
スペシャルな9日間
　ご商談会開催！！

国産車

輸入車

DEI    Directed 5X10

NEW

純正スマートキーで
・ロックボタン×3回押す▶エンジン始動！！
　（エンジンスターター作動時間30分）
・アンロックボタン×3回押す▶エンジン停止！！
ショートレンジ ロングレンジ

NEW スマートキー対応 エンジンスターター付 「デジタル」カーセキュリティシステム承ります （他車種もご相談承ります）

スマートキー対応 カーセキュリティシステム （他車種も承ります。お気軽にご相談ください）

LED
アクリルプレート付

便利
安心

施工時間約3～6時間
車種により異なります。

社製

オプション

オプション

離れた場所より
操作する場合

＊セール期間中は、コーナーリングランプ消灯キットをサービス！！

アルベル  ヘッドライト換装

【アルファード：デイライト点灯パターン】【アルファード：デイライト点灯パターン】

TypeA TypeB TypeA TypeB

【ヴェルファイア：デイライト点灯パターン】【ヴェルファイア：デイライト点灯パターン】

※詳しくは、Webサイトページをご覧ください。
●デイライト加工及び
　配線類付属品一式

●本体、デイライト加工
　及び配線類付属品一式

上位グレードヘッドライト本体を

「お客様がご用意される」場合
上位グレードヘッドライト本体を

「当店にて用意する」場合

※表記価格は全て税別です。



10：00～20：007/2 satsat sun10➔

1箇所1箇所
ドアカップ1箇所

ドアエッジ1箇所

■ドアカップ＆ドアエッジ
■サイドステップ ■リアバンパー ■ヘッドライト

※複数箇所施工のセット割引もあります。※車種、形状により追加費用が発生する場合がございます。

虫 飛石 擦り傷 靴傷
石川県内唯一
の取り扱いです!!

各種クレジットカードご利用頂けます。 各種ローンご利用頂けます。月々3,000円～分割払い可能（最大84回まで）

ドアピラー

ドアミラー

ボンネット

ルーフ

フルラッピング

施工前

※施工期間/約1週間

施工後

カーボングラフィックシートでラッピング！！

HF-LC5
CONCAVE SERIES

HF-C7
CONCAVE SERIES

HF-C10
CONCAVE SERIES HF-24-S

お客様のご要望を最大限に叶えるため
定番モデルから最新のトレンドモデルまで
専門店ならではの唯一無二のご提案で
愛車の足元をカスタマイズ！

File 04/04

VVS CV3-R VVS VFS-1 VVS VFS-2 VVS CVT

AUDI/MINIコーディング
デモカーにてご体験可能です!

＊コーディングとは
車両のコンピューターにパソコン接続でアクセスし、
DATA書き換えを行い、お好みの仕様に変更します。

例えば・・・
・TVキャンセラー
・LEDのデイライト化
・ニードルスイープ動作
・レイン/ライトセンサー調整など

＊車両のモデル/グレード/個体差により施工不可の場合がございます。

短時間で施工
可能です!!事前
のご予約をお願い
します。

ラッピングは塗
装より手軽に
イメージチェン
ジが可能!!

世界に１台のオリジナルカーを手に入れる！！

TVキャンセラー
コーディングで施工可能！！
お気軽にご相談ください。

TVキャンセラー
コーディングで施工可能！！
お気軽にご相談ください。

アウディ_A5スポーツバック
アインザッツマフラー

アウディ_A5スポーツバック
VOSSENホイール

トヨタ ノア
ACC エアサス

ホンダ_オデッセイ
アドミレーションマフラー

AMG CLS63
KW車高調30

トヨタ ノア
MID.R ホイール

レクサス SC430
ビルシュタイン車高調

トヨタ プリウス
HYPER FORGEDホイール

自社施工例

自社施工例 自社施工例 自社施工例 自社施工例

自社施工例 自社施工例 自社施工例

ベース車から制作するあなた好みのコンプリートカーの製作もVIBESにお任せ！！

※表記価格は全て税別です。

0.5

スペシャルな9日間
　ご商談会開催！！
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