THE NEW MINI CONVERTIBLE.
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Mini のデザインは、時代の精神にまさにふさわしいものでした。当初は駆動の効率性を追求したクルマと思われていた
Mini でしたが、次第にアーティストやセレブ、実業家といった人々も虜になりました。それだけに、コンバーチブル・バージョ
ンの登場までにこれほどの年月が経ったのは驚きとしか言いようがありません。1991 年、ドイツ・カッペルローデックの

Mini ディーラー、LAMM オートハウスが市場に発表した改造モデルが、Mini の故郷をもすっかり魅了したのです。その
あっという間に 75 台のコンバーチブルが、限られた英国の Rover ディーラー
クオリティは Rover を納得させるものであり、
で販売されることになりました。

Rover Special Products（RSP）はこれを、スペシャリストの Karmann 社と共にさらに発展させました。そして 1993 年
から 1996 年にかけて、いわゆるファクトリー・コンバーチブルが合計 1,081 台も生まれたのです。これらのモデルには
高品質の装備が搭載され、通常の Mini のほぼ 2 倍もの価値を持ちました。かつて羨望のまなざしを集めたその旧型車は、
今はわずかに数台を残すのみです。電動で開閉するソフト・トップを装備した最初の MINI Convertible は、2004 年に
ジュネーブ・オートサロンで紹介されました。このモデルは MINI 3 DOOR をベースにしており、初代だけで 160,000 台を
超える販売数となりました。

とても貴重な一枚です。サー・アレック・イシゴニスの初代

Mini をベースに、ロングブリッジで生産されたファクトリー・
コンバーチブル（左）は、現在も大変な人気を誇るクラシック・
カー。ジョン・クーパーが手がけたスポーツ・バージョンの

1959 年から続く、

Mini の登場とラリーにおける快挙は、世界中を驚かせました。

革新への挑戦。

「シンプル」
「 革新的」
「 スピード」。サー・アレック・イシゴニスが、いきつけのレストランで
ペーパー・ナプキンに記したメモから、クルマの革命が始まりました。彼の開発した Mini は
他のライバルたちとは全く異なり、技術的に何年も先を行くものでした。
その横置きエンジンと
前輪駆動のかつてなかった構造は、驚くほど広々とした室内空間をもたらし、クルマの未来に
大きな可能性を拓いたのです。
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MINI HERITAGE
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それは生きていることを実感し、世界と直に触れ合う体験。

MINI Convertible はあなたにインスピレーションをもたら
し、湧き上がる決意を行動に移させ、様々なものを昨日とは
まるで違う姿に見せるでしょう。MINI にとっても、常にベス
トを尽くし進化することは、自らを信じ続けるために大切な
ことです。

開放感を形にしたクルマ。
丁寧に仕立てられたソフト・トップは、走行速度が 30 km/h
以下のときに電動で開閉できます。所要時間は 20 秒足らず。
ソフト・トップを閉じれば、優れた遮音性を発揮。長距離
ドライブでも、くつろぎの時間を守ります。
このクラスでは希少な 4 シーター。
仲間を 3 人乗せて太陽の下を駆け
ぬけましょう。大きなフロント・ウィ
ンドーからの眺めは、まるで大空を
走っているような感覚を味わわせて
くれます。
また、フロント・ヘッドライト、ラジ
エーター・グリル、テール・ライトを

イギリス生まれの証。
MINI Yours デ ザイン・プログラムから、

囲むスポーティなブラック・トリム

ユニオン・ジャックのデザインが目を惹く

は、オプションのピアノ・ブラック

ソフト・トップ。MINI の長い伝統を思い起

エクステリア。この唯一無二の存在

こさせます。

感を放つオプション装備は、MINI

Cooper S 専用で入手可能です。

www.mini.jp/accessories

ソフト・トップを閉じても、
収納のアイデアは全開。
ソフト・トップを閉じた状態でラッゲージ・スペースを開ける時には、
イージー・ロード・システムによりソフト・トップ後端を持ち上げるこ
とができ、積み込み口が広がります。また、テールゲートは開いた
状態で 80 kg までのものを置くことができます。
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天気アプリの予報をチェック。わずかでも
晴れ 間が ないか 調 べましょう。走 行 中に
ソフト・トップを、サンルーフのように部分
的に開けておくことができます。

EXTERIOR – OVERVIEW
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卓越した技術が、
スタイルの進化を導く。
MINI Convertible に採用された新しい技術は、安全や快適性だけでは
なく、スタイルの進化にも貢献するものです。機能、フォルム、素材という

3 つの要素の調和に注意が払われています。
バックライトに照らされた、MINI Yours ピアノ・ブラック・イルミネーテッド
のイン テリア・サ ーフェス。スタイリッシュな ユ ニオン・ジャックととも
に、LED がモダンで幅広い色調を表現し、個性豊かな美しさを演出します。

7 速ダブル ･ クラッチ・トランスミッションは、動力伝達を遮断することなく、
ソフトでスポーティなギア・シフトを可能にします。
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クラシック Mini で中央に位置していたスピードメーターを思い起こさ

ハンズフリー・テレフォン・システムを標準装備しています。タッチ

せる、
センター・ディスプレイ。8.8 インチのディスプレイと Bluetooth

パネル機能と各種の便利な MINI Connected を用意しています。

INTERIOR – OVERVIEW
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パワフルなエンジンで、
爽快な走りを。
MINI の各モデルはそれぞれ典型的なエンジン性能曲線を描きます。
そして 3 気筒、4 気筒のガソリン ･ エンジンは、高性能、効率的、クリー
ンという 3 つの特長を備えた MINI ツインパワー・ターボ・テクノロ
ジーが活かされています。

7 速ダブル・クラッチ・トランスミッションを標準装備し、Cooper S では
スポーツ・トランスミッションを備えた設計が可能です。よりスポー
ティな走りが際立つ John Cooper Works モデルの詳細については
MINI 正規ディーラーにお問い合わせください。mini.jp/jcw でもご
覧いただけます。
サスペンションのバリエーションが増え、MINIドライビング・モードでは
アダプティブ・サスペンションの選択が可能になりました。
「SPORT」
モードでは、よりハードなサスペンション設計により、
さらにスポーティ
なゴーカート・フィーリングが楽しめます。
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COOPER.

COOPER S.

ダイナミズムと効率性を融合させた、1.5 リッター 3 気筒エンジン
搭載 Cooper モデル。最高出力はガソリン・エンジン 100 kW/
136 PS を発揮します。また、クローム仕上げのラジエーター・グリ
ル・バー、テール・パイプ、テールゲート・ハンドル、オプションの
コントラスト・カラーのミラー・キャップを見れば、MINI Cooper
であることは一目瞭然です。

最高出力 141 kW/192 PS の 2.0リッター 4 気筒ガソリン・エンジ
ンがスポーティなパワーを発揮する、最強のモデル。ハニカム・
メッシュのクローム・バー付ラジエーター・グリル、およびボンネッ
トのエア・インテーク、ディフューザー・インサート付リア・エプロン、
中央のツイン・テール・パイプ、リア・スポイラーが、その力強さを
物語ります。

MODELS
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あなたのカラーに、
いちばん似合う色を。

ムーンウォーク・グレー・メタリック

ホワイト・シルバー・メタリック

メルティング・シルバー・メタリック

サンダー・グレー・メタリック *

エメラルド・グレー・メタリック

ペッパー・ホワイト・ソリッド

カリビアン・アクア・メタリック

スターライト・ブルー・メタリック

ミッドナイト・ブラック・メタリック

ブリティッシュ・レーシング・グリーン・メタリック

* Cooper S/SD 専用で入手可能。

ソフト・トップ

チリ・レッド・ソリッド
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ソラリス・オレンジ・メタリック

MINI Yours ラピスラグジュアリー・ブルー

MINI Yours

ドア・ミラー・キャップ

ブラック

ホワイト

ブラック

ボディー・カラー

EXTERIOR
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個性を彩る
多彩な方法。
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18 インチ アロイ・ホイール
コーン・スポーク ホワイト

7

18 インチ アロイ・ホイール
ハイ・スポーク 596 バイカラー

8

MINI Yours バニティー・スポーク

17 インチ アロイ・ホイール
コスモス・スポーク ブラック

2トーン

オルビット・グレー、バーニッシュド *

9

16 インチ アロイ・ホイール
ビクトリー・スポーク ブラック

17 インチ アロイ・ホイール
プロペラ・スポーク 2トーン

4

18 インチ アロイ・ホイール

5

18 インチ アロイ・ホイール
コーン・スポーク シルバー

6

18 インチ アロイ・ホイール

17 インチ アロイ・ホイール
コスモス・スポーク シルバー

10 16 インチ アロイ・ホイール
ループ・スポーク シルバー

John Cooper Works クロス・
スポーク 506 ジェット・ブラック *

* www.mini.jp/accessories で入手可能。
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あなた好みの、
コーディネート。
あなたのスタイルに合う MINI のインテリアを見つけてください。
右側の室内パノラマ写真は、
モルト・ブラウンのカラー・ラインに合うレザー・チェスター・モルト・ブラ
ウンと、ピアノ・ブラックをまとったインテリア・エレメントとリングによる、MINI Yours インテリア・
スタイル ファイバー・アロイのインテリア・サーフェスです。
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多彩な組み合わせで、
あなただけのインテリアを。
個性を感じさせるインテリアのベースは、4 つのデザイン・エレメントから成ります。アームレストとニー・
パッドのカラーを決めるカラー・ライン（1）。
ドア・トリムとダッシュボード上部の素材とカラーを決めるインテ
リア・サーフェス（2）、それと連動して決まるインテリア・エレメント（3）。そして、スピーカー、ドア・ハンドル、
外側のエア吹き出し口、シフト・レバーのリング（4）。また、2 種類の MINI Yours 装備にはドア・トリムの
アンビエント・ライトのライト・パイピングがあり、デザインの可能性がさらに広がります。

mini.jp/configurator
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1

カラー・ライン

カーボン・ブラック

2

1

モルト・ブラウン

サテライト・グレー

インテリア・サーフェス

2

ピアノ・ブラック

3

ダーク・シルバー

ブラック・チェッカード *

MINI Yours

MINI Yours

ピアノ・ブラック・
イルミネーテッド *

インテリア・スタイル
ファイバー・アロイ *

3

インテリア・エレメント

オプションのインテリア・サーフェスが選択された場合、インテリア・エレメントのカラーはピアノ・ブラックです。
MINI Cooper の標準装備ではヘイジー・グレーです。

4

リング

ピアノ・ブラック

* ピアノ・ブラックのドア・トリム付。

クローム・ライン・
インテリア

1

サテライト・グレーのカラー・ライン、

MINI Yours インテリア・スタイル
ピアノ・ブラック・イルミネーテッド（ユニオン・
ジャック付）のコックピット・サーフェス、
ピアノ・ブラックのインテリア・エレメント

2

サテライト・グレーのカラー・ライン、ピアノ・
ブラックのドア・トリム、インテリア・エレメン
ト、リング

3

コックピット・サーフェスは MINI Yours
インテリア・スタイル ファイバー・アロイ

1

気品が香る、
クラフトマンシップ。

MINI YOURS.

それぞれの MINI Convertible が特別な 1 台です。そしてこの感覚を、MINI Yours
デザイン・プログラムからの特別な装備により、さらに高めることができます。MINI
Yours は、素晴らしい誕生の物語と英国伝統のクラフトマンシップを背景にもつ選び
抜かれた特別なアイテムにより、最大限のエクスクルーシビティと個性を実現します。
多くのアイテムで、それを見て感じることができます。MINI Yours レザー装備には
ユニオン・ジャックをモチーフとした MINI Yours の証（1）が刻印され、ソフト・トップ
にはユニオン・ジャックが織り込まれています。
（ ナッパ・レザー製、コントラスト・
MINI Yours スポーツ・レザー・ステアリング（2）
ステッチ入り）は素晴らしくよく手になじみます。18 インチ アロイ・ホイール MINI
Yours バニティー・スポーク 2トーン（3）は一部光沢仕上げのエクスクルーシブなス
ペクター・グレー塗装で、深みのあるエレガントなウルトラマリンの MINI Yours ラピ
スラグジュアリー・ブルー・ボディー・カラーと同様に、強いインパクトを与えます（3）。
2
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3

MINI YOURS
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太陽の下で
満喫する、
最高の
座り心地。

MINI YOURS.
それは確かな価値を持つ贅沢。
上質なレザーの手触り、ヘッドレ
ストの裏面に刻まれたユニオン・
ジャック、鮮烈な印象を与えるパイ
ピング。MINI Yours 専 用シ ート
のレザー ラウンジ * カーボン・
ブラックに施されたこの上なく繊
細な仕上げの美しさを、ドライブ
のたびにお楽しみください。

スポーツ・シート
レザー チェスター *
モルト・ブラウン

スポーツ・シート
レザー クロス・パンチ *
カーボン・ブラック

スポーツ・シート
レザー ラウンジ *
サテライト・グレー

クロスでも、
レザーでも、
あるいは両方の素材のコンビネーションでも。さらにはあなたの求める
ものが最高の快適性でも、コーナーを走りぬけるときのスポーティなサイド・サポートでも。
あらゆるドライバーが満足し最適な状態で座れるように、多様なシート・カバーをお選びいた
だけます。素材のサンプルは最寄りの MINI 正規ディーラーでお確かめいただけます。

mini.jp/configurator
スタンダード・シート

スタンダード・スポーツ・シート

Cooper

Cooper S

クロス ファイヤーワーク
カーボン・ブラック

クロス／レザー ダイヤモンド
カーボン・ブラック

* レザーはシート面ならびにヘッドレスト（前席／後席）に使用されています。
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あらゆるタスクを、一瞬でコントロール。
MINI のすべてのステアリングに
は、ラジオやハンズフリー・シス
1

2

テムをステアリングで操作できる
マルチファンクション・スイッチが
標準装備されています。またナッ
パ・レザーの MINI Yours スポー
ツ・ステアリング（1）と、レッド・
ステッチを施した John Cooper

Works レザー・ステアリング（2）
の品質はこの上ないものです。

1

MINI Yours
スポーツ・レザー・
ステアリング

2

John Cooper Works
レザー・ステアリング

3
3

スポーツ・レザー・
ステアリング（標準装備）
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まぶしいほどのルックス。
視界は良好。
LED デイ・ライトと LED ウインカーがヘッドライトの外側
のライト・リングに美しく調和。そのモダンなデザインは、
見過ごすことのできない存在感を放ちます。
フロント・ヘッドライト、ラジエーター・グリル、テール・
ライトを囲むブラック・トリムを備えたオプションのピアノ・
ブラック エクステリアが極めてスポーティな印象を与え
ます。このオプション装備は MINI Cooper S のみ入手
可能です。すベての MINI Convertible モデルのリア・
ライトに、耐久性に優れた LED 技術が標準装備されてい
ます。この英国ならではのユニオン・ジャック・デザインは、
標準装備されています。

32

TECHNOLOGY AND SAFETY
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1 ドライビング・アシスタント機能はカメラを使ったドライバー・アシスト・

2

パーキング・アシストは、縦列駐車時にあなたが選んだ場所に駐車

システム。さまざまなレベルで安全性を向上させます。車体前部に

スペースが十分にあるかセンサーで検知し、ステアリング操作を自

4

もう、大切な情報を見落とす心配はありません。

5

人間工学に基づいたフォルムと、革新的な電子制御式
セレクター・レバーを備えたオートマチック 7 速ダブル・

取り付けられたカメラが車間距離を測定。前方車両に近づきすぎた

動でアシストします。ドライバーは、音によるガイダンスとセンター・

MINI ヘッド・アップ・ディスプレイが、走行に関する情報を視界の中央に表示。

クラッチ・トランスミッション。動力伝達を遮断せずに

り、衝突の危険を察知すると、前車接近警告機能が作動し、警告を

ディスプレイに表示される指示に従って、アクセルとブレーキを操

選択したオプションに応じて、ナビゲーション情報（矢印によるルート・ガイダ

シフトチェンジが可能になり、快適性の向上と燃料の

発します。またブレーキ圧を調整することであらかじめブレーキの

作するだけです。

ンス）、速度、ラジオ局などを、道路を見ながらにして、ひと目で確認することが

節約に貢献します。

できます。

レスポンスを早め、ブレーキがかかりやすくします。もちろん、万一
の際はブレーキ機能を作動させ、被害の軽減をサポートします。

3

リア・ビュー・カメラにより車両後方の視界が MINI センター・ディ

6

MINI Convertible は、インテリアと美しく一体化された
ロールオーバー・セーフティ・システムを装備。車両が

スプレイに表示され、駐車・車庫入れをアシストします。

*システムの認識性能、制御性能には限界がありますので、作動中も安全運転を心掛けてください。

転覆した場合は、このシステムが数ミリ秒で作動し乗員
を保護します。また、これは MINI のシルエットをすっ
きりとさせ、後方視界をクリアに保つことにも寄与して
います。ウィンド・ディフレクターはわずらわしい走行風
からの防護機能を発揮します。

1

3

4

5

6
2
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TECHNOLOGY AND SAFETY
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MINI CONNECTED で、

リアルタイムに
世界とつながる。

MINI Connected は MINI とデジタル・ライフをつなげます。MINI Connected
は専用の SIM カードで接続されているあなたの MINI に、スマートフォン、各種
のスマートフォン・アプリ、MINI Connected アプリをシームレスに統合します。
これによりクルマとの双方向の関係が強化され、人工知能による音声制御、リモー
ト・サービス、コールセンターとの通話によるドライブ情報提供サービスの利用が
可能になります。さらにナビゲーション機能が拡大され、頻繁に向かう場所を学習
したり、リアルタイムな交通情報を考慮して計算したりすることで、目的地により
スムーズに到着できるようになります。

MINI Connected アプリは MINI の活躍の場を広げるモバイル機能であり、あなた
と MINI の間に、そして周囲との間につながりを生みます。アプリを使えば、いつで
もどこでも MINI の情報を呼び出すことができます。また MINI はスマートフォン・
カレンダーとの連携により、適切なタイミングで出発の時間をお知らせするので、
約束を破ることはありません。すべての MINI Connected 機能は、ドライブが
前よりももっとワクワクして、もっとリラックスして、もっと快適なものとなることを
目指して開発が進められています。

写真は MINI
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3 DOOR です。

MINI CONNECTED
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ドライブはもちろん、一日をまるごとサポート。
約束の時間の前に、最新ニュースを聞きます。
便利な MINI Connected のカー・アプリを
利用してリアルタイムの情報を得て、最適な
駐車場を見つけます。

クライアントに向かう途中で、内蔵スケ
ジュールカレンダーが、同僚との電話
会議の予定を思い出させてくれました。

朝食時に車両ステータスで現在の走行可
能距離をチェックし、目的地をインプット。
MINI Connected がリアルタイムの交通
データを使用して出発時刻を算出します。
出発の時間。家を出たところで、
MINI Find Mate が バッグ を
忘れたことを教えてくれました。

帰りのルートの途中でガソリン・スタンドを
発見。センター・アームレストの充電ステー
ションで 携 帯 電 話をワイヤレスで 充 電し
ます。

MINI Connected を使い、オンライン
で算出した到着時刻に関する情報を
他の人と共有します。これで目的地
での合流は完璧です。

あなたを知り、あなたに応える便利な機能。

スマート・ナビゲーション機能の数々。

リモート・サービスと車両ステータス
スマートフォン経由で MINI をロックまたは解除し、ヘッドライトの
オン・オフの操作ができます。ユニオン・ジャック・デザイン付の
ステータス表示は、MINI の現在地を示し、走行可能距離を算出し、
目的地までの走行時間も割り出します。

MINI CONNECTED サービス
MINI Connected サービス・アプリは、駐車場を見つけ、ルートと

MINI FIND MATE.
大切なものには MINI Find Mate タグを付けてください。タグから
スマートフォンが一定の距離以上に離れると、MINI Connected

APPLE CARPLAY.
Apple CarPlay により、iPhone をごく簡単に MINI のディスプレイ、
操作エレメント、スピーカーに接続できます。iPhone 用の多くのアプリ

アプリが警告を発し、最後に把握していた位置を示します。

が走行中に利用可能です。

MINI ドライバー・サポート・デスク
あなたのパーソナル・アシスタント。MINI Connected メニューから
24 時間サポート可能です。あなたからの質問に対応した住所を調べ、
ナビゲーション・メニューに送ることができます。

SPOTIFY.
MINI Connected 用に事前調整されているアプリの多くは、お気に
入りの音楽を聴けるようにします。Spotify を使えば最近リリースさ

目的地に関するニュースや天気情報をお知らせします。

れた新曲が見つかり、パーソナル・プレイリストの作成や管理も可能
です。

よく行く目的地と出発情報
MINI Connected はこれまでに行ったか 学 習した、または 登 録し
た目的地を選択肢として表示します。またオンラインで現在の走
行時間をチェックします。目的地に向けて出発する時間になると、
MINI Connected がスマートフォンや Apple Watch で知らせます。

スマートフォンからナビゲーションへ自動的に目的地を送る
電話とクルマの接続が確立するとすぐに学習され、カレンダーから
取り込まれたか、あるいは綿密に計画された目的地が自動的にナビ
ゲーション・システムに転送されます。

カレンダーの統合

ワイヤレス充電
ワイヤレス充電電話は、携帯電話をセンター・アームレストの充電
ステーションに置くと、ワイヤレスで自動的に充電します。

MINI Connected を使用して目的地をスマートフォンのカレンダー
からインポートすることができます。自動的にすべての出発時刻を
お知らせすることができ、目的地を直接ナビゲーション・システムに
転送することが可能です。

オンライン・サーチ
お買い物にピッタリの店や、好みに合うレストランを見つけましょう。
住所を直接ナビゲーション・システムに、電話番号をスマートフォンに
転送し、席を予約しましょう。

MINI CONNECTED アプリ。
MINI Connected アプリを使用すれば、離れたところからスマート

MINI Connected カー・アプリにより、ドライブの途中で最新の

フォン経由で MINI のドアを開閉したり、MINI の現在位置や車

ニュースや天気情報、交通情報などを手に入れたり、次の駐車場や

両情報を確認したりできます。家にいながら目的地をインプットし、

ガソリン・スタンドを見つけたりできます。

それを直接ナビゲーション・システムにインポートすることもでき
ます。アプリは最新の交通情報に基づいて、出発時間を知らせてく
れます。こうしたさまざまな機能によって、スマートフォン・アプリ
は MINI の活動範囲を拡大しています。

自然な音声認識機能。
リアルタイムな交通情報。
オフボード音声処理機能を備えた自然音声認識機能により、音声コマンドで入力する際の快適性が
大きく向上しました。MINI Connected 音声アシストは多彩なフレーズとその幅広いバリエーションを
認識し、さまざまな略号や中断の意味まで理解します。これによって、MINI を言葉で操作することが
簡単になりました。より早く、より自然に、よりリラックスしてご希望の目的地を見つけ、設定すること
ができます。

MINI ドライバー・サポート・デスク。

APPLE CARPLAY.

パーフェクトなパーソナル・アシスタントが 24 時間あなたをサポート。任せられた仕事を確実に処理します。

オプションの Apple CarPlay を選べば、iPhone が MINI のディスプレイに表示され、スピーカーとの

操作は簡単、MINI のタッチパネルから呼び出せます。専用の SIM カードを経由するため音声接続は迅速で

接続が可能になります。これにより、iPhone を MINI の操作パネルまたは Siri の音声コントロールに

確実。

よって制御できるようになります。Apple CarPlay はあなたの iPhone アプリの多くを走行中でも使用
できるようにします。電話をしたり、音楽を聴いたり、ルート説明を呼び出したり、受信した SMS を読み上

このドライバー・サポート・デスクは、
さまざまな目的地の住所を調べ、それを直接ナビゲーション・メニュー

げさせたり、専用の SMS に音声入力で送信したり、その他にも多くのことが可能です。

にインプットします。このサービスは緊急時に対応できる薬局、フライトプラン、映画館プログラムなどの
最新情報を聞くことができます。もうあなたが、無駄な時間を失うことはありません。
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コクピットの中心から、
知りたいことへすぐにアクセス。
1

1

2

MINI CONNECTED ／

2

ナビゲーション

MINI CONNECTED とナビゲーションの真価を引き出すパフォー
マンス。8.8 イン チ・ディスプレイは、タッチ 操 作ができます。
さらに人間工学に基づいた MINI タッチ・コントローラー付。

MINI FIND MATE.
もう忘れ物の心配はいりません。MINI Connected ナビゲーション・
プラスには 2 つの MINI Find Mate と、大 切 な 物に付ける小さな

Bluetooth タグが含まれています。対象物からの距離が離れすぎる
と、スマートフォンの MINI Connected アプリが警告を発し、最後
にその物が確認された地点に GPS であなたをナビゲートします。

MINI Connected アプリは最大 6 個の MINI Find Mate を登録で
きます。MINI Find Mate は MINI ライフスタイルからご購入いただ
けます。
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JOHN COOPER WORKS アクセサリーで、

レーサーの野性をまとう。

42

精悍で躍動的な魅力を放つ JCW アクセサリーが、MINI らしいモー

また超軽量カーボン製の JCW ドア・ミラー・キャップ（1）や、スポー

タースポーツ・キャラクターを際立たせます。特筆すべきポイントの

ティな JCW エア・インテーク（3）が、細部に至るまでエクステリアに

1 つが、18 インチ JCW アロイ・ホイール クロス・スポーク 506

完璧な調和をもたらします。

ブラック（2）です。一部光沢仕上げの鍛造アルミニウム製で、重量は
最適化。

John Cooper Works アクセサリー
mini.jp/accessories

JOHN COOPER WORKS ACCESSORIES

43

時代と共に進み行く
モビリティを。
今、世界はかつてないスピードで変化しています。人々のつながりはこれまで以上に強く、時代の変化と共に
クルマに対する要望も多様化しています。こうした世界の変化に対応して、MINI もひとつのことにとらわ
れることなく、様々な発信をし続けています。
走る愉しさ、個性の表現、洗練のデザイン、そして持つことの歓び。これらすべては価値あるものですが、
その根底にあるのは、私たちの情熱です。MINI は、機能性および美しさに新たな価値を見出し、自分たちの
進む道に誇りをもって日々歩んでいます。
新しいものを創り上げたい、価値あるものを守りたい。それが 1959 年以来、時代とともに走り続けてきた

MINI の変わらぬ思いです。これからも MINI は、みなさまとインスパイアし合いながら次世代モビリティを
創り続け、共に未来へ進みたいと考えています。
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SUSTAINABILITY
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MINI SERVICE.
サービスの A to Z
MINI で出掛けている時に万一あなたの MINI が具合悪くなったら・・・。ご心配要り
ません、MINI エマージェンシー・サービスが強力にサポートします。MINI オーナーは
24 時間いつでもどこでもさまざまなトラブルの応急処置アドバイス、レッカーなどの手
配、さらにはお客様の代替交通手段やホテルの費用までをも負担する 1 という画期的な
サービス
「MINI エマージェンシー・サービス」
をご利用いただけます。MINI エマージェン
シー・サービスへのご連絡は日本全国どこからでもフリーダイヤル 0120-56-5532 です
（携帯電話、PHS からも 24 時間年中無休でご利用いただけます）
。サービスに関する
さらに詳しい情報は MINI 正規ディーラー・サービスまたは MINI エマージェンシー・
サービスにお問い合わせください。また、MINI ホーム・ページ www.mini.jp でもご確認
いただけます。
1

費用の負担は当社の規定範囲内とし、BMW Japan Corp. が輸入し、MINI 正規ディーラーにて販売された新車で登録後
3 年以内のお車に限ります。ただし、事故等一部費用負担ができない場合があります。

MINI FINANCIAL SERVICES.
MINI TLC．
エキサイティングな走りをやさしくケアする、
「MINI TLC.（テンダー・ラビング・ケア）」。

MINI TLC.（TENDER LOVING CARE）は、愛のこもったやさしいケア。
MINI TLC. は、文字通り、MINI のエキサイティングな走りをやさしくケアするサー
ビス・パッケージです。新車の MINI 購入登録時に所定の加入料をお支払いいただ
くだけで、3 年間（距離無制限）もの長期にわたりメインテナンスをサポートし、クル
マにかかる維持費を大幅に軽減します。例えば 3 年プランの場合、年間走行距離が
15,000 km 以下で、オイルサービスが 1 年ごと車検時を含む 3 回適用されます。
MINI TLC. なら、さらにおトクに MINI のベスト・コンディションが維持できます。

MINI FINANCIAL SERVICES.
ライフスタイルに合わせて、最適なプランを。
MINI ファイナンシャル・サービスは、一人でも多くの皆さまに MINI をお愉しみいた
だけるように、ローン、リース、自動車保険、クレジットカード、延長保証を通じて皆さ
まの MINI との生活をよりエキサイティングに演出いたします。

MINI AUTO LOAN.
MINI VALUE LOAN：
MINI バリューローンは、車両本体価格の一部をあらかじめ最終回のお支払分として
据え置くことにより、月々のお支払額を軽減する据置型ローン・プログラムです。最終
回のお支払は“据置額の一括払い（口座引落）”、
“据置額の再ローン（MINI バリュー
ローン・プラス、与信審査があります）”、
“車両返却による据置額のご清算 *”の 3 つの
プランからお選びいただけます。

いつもあなたのそばに

MINI STANDARD LOAN & MINI ACCESSORY LOAN：
MINI ファイナンシャル・サービスでは、最長 7 年 84 回のスタンダードローンのほか、

インテリジェントな MINI サービス・コンセプトは、最初からあなたとあなたの MINI に
最良のサポートを提供します。MINI オーナーが全国の MINI 正規ディーラー・ネット
ワークを利用することができるということもこのコンセプトの一環です。あなたのご利
用になっている MINI 正規ディーラー・サービスこそが一番あなたの MINI に精通して
いるのです。MINI 正規ディーラー・サービスは最新のコンピュータ診断／情報システ
ムを備え、迅速で高度なサービスをお届けしています。

アクセサリーパーツ専用の最長 4 年 48 回のローンもご用意。いずれのローンも頭金
の有無やボーナス加算設定などのアレンジが可能です。

MINI AUTO LEASE：
MINI オート・リースは、自動車税や重量税、自賠責などの諸費用を月々のお支払額に
含めることで煩雑な手続きを省き、お支払を一本化できるプログラムです。
ご契約期間終了後に想定される車両残存価格をあらかじめ差し引いて算出するため、
月々のお支払額が軽減できます。リース期間中、ご契約いただいたお車へのアフター
サービスは、ご購入いただいた場合と全く変わりません。

MINI AUTOMOBILE INSURANCE.
充実した補償とオリジナルのサービスで快適な MINI ライフをしっかりサポートする
MINI 自動車保険。
フロント・ガラスとドア・ミラーを補償する「MINI EXTRA CARE」の無償付帯に加え、
「MINI エマージェンシー・サービ
MINI エマージェンシー・サービス対象のお客様は、
ス（PREMIUM）」をご利用いただけます。

MINI WARRANTY ＋ .
MINI 正規ディーラーで MINI 新車をご購入いただいたオーナーの皆さまのための修
理保証プログラムです。新車登録後の 3 年間の新車保証終了後も、2 年間または 1 年間、
保証対象箇所に不具合が生じた場合、無償修理をご提供します。延長保証期間中に
ご利用いただける「MINI エマージェンシー・サービス」に加え、初度登録から 3 年間、
タイヤ & ホイール補償が付帯されますので安心です。

MINI CARD.
MINI Card は路上でのトラブルをサポートする「MINI エマージェンシー・サービス」
や利用金額に応じたキャッシュバックなど、さまざまな特典・サービスで MINI オー
ナーさまを幅広くサポートいたします。
ローン、リース、MINI 自動車保険、MINI Card、MINI WARRANTY ＋ . に関する詳
しい情報は、ご利用の MINI 正規ディーラーまたは MINI カスタマー・インタラクショ
ン・センター 0120-3298-14（平日 9 : 00 - 19 : 00 土日祝祭日 9 : 00 - 18 : 00）へ
お問い合わせください。

* 車両返却によるご清算の際、走行距離等が別途定める基準を超える場合は、査定価格と据置額の差額分のご清算が必要
となります。
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オープン・エアの心地よさ。
体感しないとわかりません。
MINI Convertible についてご説明することは、私たちにとって喜びです。
しかしオープン・エアー・フィールは言葉で表現しきれるものではなく、
試乗していただくのが一番です。すぐに試乗を申し込んで MINI に乗り込み、
スタートボタンを押してください。アクセルを踏み込み、ステアリングを
操り、MINI の代名詞であるゴーカート・フィーリングを満喫しましょう。
その特別な一日を、どうぞお楽しみに。

https://d.mini.jp/testdrive/
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TEST DRIVE
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本カタログに記載の諸元やデータおよび写真は、日本
で販売されるモデルとは細部で異なる場合があります
（ヨーロッパ仕様車の写真を含みます）。また、仕様、
諸元等は予告なく変更されることがあります。
一部オプション装備、MINI 純正アクセサリーを含ん
でいる場合があります。詳しくはお近くの MINI 正規
ディーラーにお問い合わせください。
記載事項および写真の版権は、BMW AG（ドイツ）
およびビー・エム・ダブリュー株式会社に帰属します。

© BMW AG, München ⁄ Deutschland.
BMW AG（ミュンヘン）からの書面による許可なく、
一切の無断転載を禁じます。

カスタマー・インタラクション・
センター

www.mini.jp
0120-3298-14

www.facebook.com/mini.japan

MINI 純正アクセサリー
www.mini.jp/accessories
MINI COLLECTION
www.mini.jp/lifestyle_collection

MINI-00075

