2022 年 3 月 31 日
SB C&S 株式会社

LA 発の人気ブランド Sonix から
「iPhone 13 シリーズ向けアクセサリー」や「AirPods
Pro ケース」などの 2022 春夏コレクションが登場
～Care Bears® × Sonix コラボの新デザインも販売開始～
SB C&S 株式会社は、Lenntek Corporation（本社：米国カリフォルニア州、President : Dan Tsai）が展
開する LA 発のテックアクセサリーブランド Sonix（ソニックス）から、
「MagSafe 対応の iPhone 13 シ
リーズ向けケース」や「AirPods Pro ケース」
、
「Magnetic Link Phone Ring（マグネティック リンク フ
ォン リング）
」などの 2022 春夏コレクションを 2022 年 4 月 8 日から、SoftBank SELECTION オンラ
インショップ、PayPay モール、全国の大手家電量販店（一部店舗を除く）で販売を開始します。

【製品紹介動画】
https://youtu.be/vYzmr9xhreg

【MagSafe 対応 iPhone ケース】
2022 春夏コレクションから MagSafe 対応の iPhone 13 シリーズ向けケースが登場します。
いつでもハッピーな気分にしてくれる SMILEY（スマイリー）デザインからは「NEON SMILEY-PURPLE
（ネオンスマイリー パープル）
」と「NEON SMILEY-YELLOW（ネオンスマイリー イエロー）
」の 2 種
類のカラーを用意。さらに、キュートで大胆なカラーリングの「NORTHERN LIGHTS-PINK（ノーザン
ライト ピンク）
」もラインアップします。
また、このケースは環境に優しい生分解性素材を使用しており、地球環境に優しいスマートフォンケース
に仕上げています。
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製品画像



主な特長
‐ iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone 13 に対応
（
「NEON SMILEY-PURPLE」は iPhone 13 Pro / iPhone 13 のみ対応）
‐ MagSafe 対応
‐ 抗菌素材使用
‐
‐
‐

光沢のある軽量ケース
エッジを上げることで画面を保護、側面とコーナーは耐衝撃加工
スクラッチ防止 UV 加工

‐ 3m 落下試験をクリア


価格

オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 4,950 円 / 税抜き 4,500 円）

【Care Bears® × Sonix コラボケース】
Care Bears® × Sonix のコラボレーションケースの最新デザイン「DAYDREAM BEARS（デイドリーム
ベアーズ）
」は、ノスタルジックでカラフルな Care Bears®をあしらった、ユニークで唯一無二のデザイン
です。また、このケースは環境に優しい生分解性素材を使用しており、地球環境に優しいスマートフォン
ケースに仕上げています。


製品画像

2



主な特長
‐ iPhone 13 Pro / iPhone 13 に対応
‐ MagSafe 対応
‐ 抗菌素材使用
‐
‐

光沢のある軽量ケース
エッジを上げることで画面を保護、側面とコーナーは耐衝撃加工

スクラッチ防止 UV 加工
‐ 3m 落下試験をクリア
‐


価格
オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 5,148 / 税抜き 4,680 円）

【AirPods Pro ケース】
MagSafe 対応 iPhone ケースと同柄の「NEON SMILEY-PURPLE」と「NEON SMILEY-YELLOW」の
2 種類のデザインをラインアップ。iPhone ケースとコーディネートして持つことができます。


製品画像



主な特長
‐ AirPods Pro に対応
‐ 衝撃・スクラッチ防止
‐ 抗菌素材使用
‐ 軽量ケース
‐ 取り外し可能なリング付き


価格
オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 3,080 円 / 税抜き 2,800 円）

【Magnetic Link Phone Ring -Gold Clear】
MagSafe 対応のケースや機器に対応し、取り外し可能な Phone Ring です。リングに指を通して持つこと
で落下防止になる他、動画視聴の際にはスタンドとして使用することもできます。
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製品画像



主な特長
‐ iPhone 13 Pro / iPhone 13 に対応
‐ MagSafe 対応ケースや機器に対応（ケース厚さ 2mm 以下）
‐ MagSafe 対応リング部分は 360 度回転
‐ スタンド機能
‐ マグネット吸着のため、簡単に取り外しが可能


価格
オープン価格
（SoftBank SELECTION オンラインショップ販売価格：税込み 2,500 円 / 税抜き 2,273 円）

【製品の詳細】
SoftBank SELECTION オンラインショップ
https://shop.softbankselection.jp/item_list.html?siborikomi_clear=1&keyword=Sonix

【製品に関するお問い合わせ】
SB C&S 株式会社グローバルサポート窓口
https://gp.supportweb.jp/

Sonix について
Sonix は、LA 発テックアクセサリーブランドとして 10 年以上、ファッションテックアクセサリー業界を
索引し、多くのセレブリティやインフルエンサー、ファンに愛されているブランドです。昨今はテックア
クセサリーのみならず、毎日の生活に欠かせないマスクやサニタイズボックスなどの製品も手掛けていま
す。
（一部米国内のみ取り扱い。
）
⚫
⚫
⚫
⚫

Apple、iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc.の商標です。TM and © 2022 Apple Inc. All rights reserved.
iPhone 商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されています。
SoftBank およびソフトバンクの名称、ロゴは、日本国およびその他の国におけるソフトバンクグループ株式会社の登録商標または商標です。
その他、このお知らせに記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。

4

