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●  本カタログ中の標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格です。
カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。

●  表示価格は2010年3月1日現在の標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は
含まれておりません。

● 価格、品番、製品の仕様等は予告なく変更することがあります。

● 取付作業参考時間には、塗装にかかる時間は考慮されておりません。

●   取付作業参考時間は、車両の状態および装備品の仕様などにより、実際の取り付け作業時間と異なる
場合があります。
また、商品によっては、取り付け作業時間以外に車両プログラミングおよびコーディングの追加作業
時間が別途必要となる場合があります。詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーのサービ
ス・アドバイザーまたはアクセサリー・アドバイザーにお問い合わせください。

●  製品によっては、取り付けに一部加工が必要なものもあります。
ご購入の際に詳細をご確認ください。

●  取り付け作業時間の表示のないものについては、最寄りのMINI正規ディーラーにお問い合わせください。

●  記載した以外の製品でも、一部のものは別途部品が必要となる場合があります。
ご購入の際に詳細をご確認ください。

● 写真は実際のものとは色や細部が異なる場合があります。予めご了承ください。

● 商品によっては、お手元に届くまで多少お時間のかかる場合があります。

● 商品の種類によっては、数量に限りがある場合がありますので、品切れの際はご容赦ください。

●  本カタログに使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、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。

● 本カタログ中の記載事項および写真の版権は、ドイツBMW AGおよびBMWジャパンに帰属します。

MINIカスタマーセンター：0120-56-5532

WWW.MINI.JP
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アロイ・ホイール、クローム・グリル、サイド・スカットル、ルーフ・ステッカー ・・・ など
エクステリアを個性的に演出するアクセサリーをご用意しました。
MINIにあなたのパーソナル・スタイルをプラスして楽しんでください。

EXTERIOR DESIGN



6 ※上記標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、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。
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EXTERIOR design

クロス・スポーク・コンポジット R90（アンスラサイト）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥420,000 (¥400,000) ［3611 0419 080］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥67,200 (¥64,000) ［3611 6777 969］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

クロス・スポーク・コンポジット R90（シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥370,650 (¥353,000) ［3611 0419 079］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥65,100 (¥62,000) ［3611 6777 968］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

ダブル・スポーク R99（ポリッシュ）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥353,850 (¥337,000) ［3611 0419 111］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間 約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥59,850 (¥57,000) ［3611 6778 427］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

ダブル・スポーク R99（シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥294,000 (¥280,000) ［3611 0419 097］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥39,900 (¥38,000) ［3611 6777 970］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

ダブル・スポーク R99（グレー・メタリック）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥304,500 (¥290,000) ［3611 0419 110］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥42,000 (¥40,000) ［3611 6778 426］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

Sスポーク R85（シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥265,650 (¥253,000) ［3611 0419 112］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥46,200 (¥44,000) ［3611 6773 945］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

クロス・スポーク・コンポジット R90（ブラック）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥430,500 (¥410,000) ［3611 0422 250］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥69,300 (¥66,000) ［3611 6780 983］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

Sスポーク R85（クローム）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥483,000 (¥460,000) ［3611 0415 384］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥109,200 (¥104,000) ［3611 6778 962］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

マルチ・スポーク R108（シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥294,000 (¥280,000) ［3611 0419 991］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥39,900 (¥38,000) ［3611 6777 356］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

マルチ・スポーク R108（ブラック）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 205/45R17 コンプリート・セット

¥304,500 (¥290,000) ［3611 2153 734］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  7J×17 アロイ・ホイール
¥44,100 (¥42,000) ［3611 6791 464］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

クロス・スポーク R90

※ MINI Cooper Sを除く
※ スノー・チェーン装着不可
•  6.5J×16 195/55R16 コンプリート・セット

¥210,000 (¥200,000) ［3611 0422 233］
ランフラット・タイヤ装着、取付作業参考時間：約35分

•  6.5J×16 アロイ・ホイール
¥29,400 (¥28,000) ［3611 6775 855］

•  センター・キャップ
¥651 (¥620) ［3613 1171 069］

•  エア・バルブ（L=48.5mm）
¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

コンポジット・ウェブ・スポーク R98（ブラック）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥77,700 (¥74,000) ［3611 6787 710］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

ナイト・スポーク R106

※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥63,000 (¥60,000) ［3611 6773 800］
•  センター・キャップ

¥3,045 (¥2,900) ［3613 6775 788］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

コンポジット・ウェブ・スポーク R98（シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥65,100 (¥62,000) ［3611 6775 686］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

ブラック・スター・ブレット R111（ブラック）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥45,150 (¥43,000) ［3611 6784 124］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

フレーム・スポーク R97（ホワイト）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥43,050 (¥41,000) ［3611 6775 801］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

5スター・ペース・スポーク R110

※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥42,000 (¥40,000) ［3611 6777 960］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

フレーム・スポーク R97（シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥43,050 (¥41,000) ［3611 6775 685］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］



8 ※上記標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、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。
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EXTERIOR design

5スター・スプーラー R100（ブライト・シルバー）
※MINI Cooper Sを除く
•  5.5J×15 アロイ・ホイール

¥21,000 (¥20,000) ［3611 6768 498］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

5スター・スプーラー R100（ホワイト）
※MINI Cooper Sを除く
•  5.5J×15 アロイ・ホイール

¥21,000 (¥20,000) ［3611 6769 404］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

ローテーター・スポーク R101（ブライト・シルバー）
※MINI Cooper Sを除く
•  5.5J×15 アロイ・ホイール

¥21,000 (¥20,000) ［3611 6769 405］
•  センター・キャップ

¥2,793 (¥2,660) ［3613 6770 999］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

クラウン・スポーク R104（ブライト・シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥35,700 (¥34,000) ［3611 6769 411］
•  センター・キャップ

¥2,793 (¥2,660) ［3613 6771 002］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

クラウン・スポーク R104（ホワイト）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥35,700 (¥34,000) ［3611 6769 412］
•  センター・キャップ

¥2,793 (¥2,660) ［3613 6771 412］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

ローテーター・スポーク R101（ホワイト）
※MINI Cooper Sを除く
•  5.5J×15 アロイ・ホイール

¥21,000 (¥20,000) ［3611 6769 406］
•  センター・キャップ

¥1,890 (¥1,800) ［3613 6769 755］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

Sウィンダー R102（ブライト・シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  6.5J×16 アロイ・ホイール

¥28,350 (¥27,000) ［3611 6768 584］
•  センター・キャップ

¥1,743 (¥1,660) ［3613 6771 000］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

Sウィンダー R102（ホワイト）
※スノー・チェーン装着不可
•  6.5J×16 アロイ・ホイール

¥28,350 (¥27,000) ［3611 6769 408］
•  センター・キャップ

¥2,415 (¥2,300) ［3613 6769 756］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

ブリッジ・スポーク R94（シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  6.5J×16 アロイ・ホイール

¥37,800 (¥36,000) ［3611 6775 684］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

ブリッジ・スポーク R94（ホワイト）
※スノー・チェーン装着不可
•  6.5J×16 アロイ・ホイール

¥37,800 (¥36,000) ［3611 6775 800］
•  センター・キャップ

¥651 (¥620) ［3613 1171 069］
•  エア・バルブ（L=48.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1178 869］

5スター・ブラスター R103（ブライト・シルバー）
※スノー・チェーン装着不可
•  6.5J×16 アロイ・ホイール

¥28,350 (¥27,000) ［3611 6769 409］
•  センター・キャップ

¥2,793 (¥2,660) ［3613 6771 001］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

5スター・ブラスター R103（ホワイト）
※スノー・チェーン装着不可
•  6.5J×16 アロイ・ホイール

¥28,350 (¥27,000) ［3611 6769 410］
•  センター・キャップ

¥2,415 (¥2,300) ［3613 6771 212］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

クラウン・スポーク R104（ブラック）
※スノー・チェーン装着不可
•  7J×17 アロイ・ホイール

¥35,700 (¥34,000) ［3611 6787 237］
•  センター・キャップ

¥2,793 (¥2,660) ［3610 6787 233］
•  エア・バルブ（L=42.5mm）

¥462 (¥440) ［3612 1116 326］

● 足回り関連の記号と数字について
タイヤの側面にはタイヤサイズや性能を表す記号が表示されています。
記号と数字の見方は次のとおりです。
例） 175/65 R 15H

 175 ： タイヤの断面幅をmmで表しています。
 65 ： タイヤの高さを幅で割った偏平率をパーセントで表しています。
 R ： タイヤの構造を表す記号。Rは「ラジアル」です。
 15 ： ホイールのリム径をインチで表しています。
 H ： タイヤの走行可能速度を表す記号。Hは210km/hです。

● ホイールの記号と数字の見方は次のとおりです。
 7 ： リム幅（インチ）を表しています。
 J ： フランジの形を表す記号です。
 17 ： リムの直径（インチ）を表しています。

● コンプリート・セット
コンプリート・セットは、ホイール、タイヤ、センター・キャップ、バランス・ウェイト、
エア・バルブ1台分で構成されたお買い得なセットです。タイヤの銘柄につきましては、
MINI正規ディーラーにお問い合わせください。
なお、16インチ以上のサイズにつきましては、パンクなどで空気圧がゼロになっても
所定のスピードで一定距離を安全走行できるランフラット・タイヤとなります。
取付作業参考時間は、約35分となります。

●  コンプリート・セットご購入時には、タイヤ /ホイール脱着工賃が別途必要となります。

●  コンプリート・セットおよび一部ホイールにつきましては、商品取り寄せにお時間が
かかる場合がありますので、ご了承ください。

●  タイヤ /ホイールの組み合わせはBMW社がテストして推奨した物をご使用ください。
MINI推奨のタイヤ /ホイールについては、MINI正規ディーラーにお問い合わせください。

●  ホイール・カバー、センター・キャップおよびエア・バルブの価格は1個分です。
車両1台分の場合、それぞれ4個必要となります。

●  ホイール単体をご購入の場合、別途タイヤ /ホイール脱着、組み替え工賃および、
バランス・ウェイト、エア・バルブ等の部品が別途必要となります。

●  下記の記号はタイヤ仕様を表示するために使われています。

  ： ランフラット・システム・コンポーネント

 ★ ： 純正タイヤに表示され、BMWグループが認証したタイヤであることを表します。

●  特に記載がない限り、アロイ・ホイールはMINI One、MINI Cooper、MINI Cooper Sのいずれに
も取り付け可能です。

ランフラット・タイヤ非装着車 ランフラット・タイヤ装着車

コンプリート・セットのランフラット・タイヤについて
ランフラット・タイヤは、パンク時でもタイヤがつぶれてリムから外れることなく、
最高時速80kmで最大150km走行※が可能です。
※車両への荷重状態により異なります。

エア・バルブ・キャップ "UNION JACK"

¥3,990 (¥3,800) ［3612 0422 550］

小さなアクセントが大きな違いを生みます。
ユニオン・ジャックのデザイン入り。
・1セット4個入り。

エア・バルブ・キャップ "CHEQUERED FLAG"

¥3,990 (¥3,800) ［3612 0422 547］

小さなアクセントが大きな違いを生みます。
チェッカー・フラッグのデザイン入り。
・1セット4個入り。



10 ※上記標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
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ルッドグリップ・スノー・チェーン
¥34,650 (¥33,000) ［3611 0140 042］

タイヤ・サイズ：175/65R15、175/60R16、185/50R17用

グリップ力、快適性、静粛性が追求されたリーズナブルな
スノー・チェーンです。
慣れない方でも簡単に着脱が可能です。

※写真とデザインが異なる場合があります。

タイヤ /ホイール・カバー
¥4,935 (¥4,700) ［9005 0403 609］

適用サイズ：7J×18、205/40R18まで
チリや埃、紫外線、露などから大切なタイヤ /ホイールを
保護します。ファスナーで開閉でき、出し入れは簡単。
タイヤ4本分が楽に収納できます。
MINIロゴ入り /ネームケース付。
素材： シルバー撥水加工。

耐光性にすぐれたポリエステル100%仕様。

ウィンター・トラクション・エイド
¥12,600 (¥12,000) ［3611 0154 477］

タイヤ・サイズ：195/55R16、205/45R17、205/40R18用

雪路での緊急脱出用に使用します。
雪路におけるトラクションを助けるもので、ウィンター・
タイヤまたはスノー・チェーン同様の雪路走行性能を保証
するものではありません。あくまでも雪路での使用に適して
おり、装着中に連続した湿潤路や乾燥路面に差し掛かったら、
脱着してください。

マッド・フラップ・セット
フロント用（写真は非掲載）
※エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車を除く
¥3,150 (¥3,000) ［8216 0415 114］
取付作業参考時間：約30分

リヤ用
※エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車を除く
各¥4,410 (¥4,200)
［8216 0415 115］MINI One / MINI Cooper
［8216 0415 116］MINI Cooper S

取付作業参考時間：約30分

ホイール・アーチまわりを汚れや雪、石はねなどから守ります。

ブースター・ケーブル
¥10,185 (¥9,700) ［8331 0148 430］

保護回路内蔵
※デザインは写真と異なる場合があります。
※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

モビリティ・キット
¥25,935 (¥24,700) ［7110 0415 037］

コンプレッサーとパンク・シール剤を使用し、パンク時に釘穴な
どをシールし、適正空気圧まで充填し、タイヤ交換場所まで走行
できます。ランフラット・タイヤにも使用できます。
付属のアダプターで自転車のタイヤ、ボール等にも使用できます。
※ 緊急用ですのでパンクが完全に直るわけではありません。
タイヤの損傷の程度によっては効果を発揮できない場合が
あります。
補修部品
パンク・シール剤
¥5,964 (¥5,680) ［7110 0415 040］

ポータブル・エアー・コンプレッサー
¥6,720 (¥6,400) ［9075 0427 838］

車内電源DC12Vを利用して車のタイヤの圧力低下時の
エアー補充に使用します。

タイヤ・ゲージ・キット
¥7,560 (¥7,200) ［9401 0001 091］

構成部品
•  エア・ゲージ
特徴： 0.15～7BARまで表示、バルブロを照らすライト付

エア・ゲージを保護するラバー・プロテクター
電源ON後、90秒でオート・シャット・オフ機能

•  タイヤ・ディプス・ゲージ
測定範囲：0mm～30mm　測定目盛：1mm単位

•  収納ケース　"MINI"文字入り

盗難防止用ホイール・ロック・セット
¥5,460 (¥5,200) ［3613 6776 076］

盗難防止用ホイール・ボルトは特殊な形状をしており、
専用アダプターを使わなければホイールを外せません。

オーナーズ・キット
¥25,200 (¥24,000) ［9601 0002 089］
万が一のトラブルや、トラブルを未然に防ぐために必要なア
イテム、お車のお手入れに必要なアイテムをMINIオリジナ
ル・バッグ（非売品）に収めました。

オーナーズ・キット用バッグ
単品販売しておりません

ワーク・グローブ
¥672 (¥640) ［8122 9400 705］ 

ライフ・ライトⅡ
¥3,675 (¥3,500) ［8999 0438 283］ 

ライフ・ハンマー
¥2,940 (¥2,800) ［8999 0436 038］ 

ブースター・ケーブル
¥10,185 (¥9,700) ［8331 0148 430］

ケミカル・ケース
¥504 (¥480) ［8329 0144 485］

ポリッシング・クロス
¥1,029 (¥980) ［8312 0429 753］ 
※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

タイヤ・ストッパー
¥1,785 (¥1,700) ［7112 1507 292］

スノー・ブレード・リヤ
¥3,150 (¥3,000) ［9065 0409 489］
取付作業参考時間：約10分

耐寒性に優れた素材を使用しており、
高い拭き取り性能を発揮します。

タッチアップ・ペイント・ソリッド・カラー
各¥1,890 (¥1,800)
851　チリ・レッド ［5191 0301 840］
850　ペッパー・ホワイト ［5191 0301 842］
A58　メロー・イエロー ［5191 0415 661］
A74　オキシジェン・ブルー・ソリッド ［5191 0422 634］

タッチアップ・ペイント・メタリック・カラー
各¥1,890 (¥1,800)
A25　アストロ・ブラック ［5191 0391 375］
A60　スパークリング・シルバー ［5191 0415 665］
900　ピュア・シルバー ［5191 0301 881］
871　ダーク・シルバー ［5191 0301 878］
A63　ライトニング・ブルー ［5191 0422 631］
857　ナイトファイアー・レッド ［5191 0422 633］
A59　レーザー・ブルー ［5191 0415 664］
A67　 ブリティシュ・

レーシング・グリーン ［5191 0416 168］
A88　ホット・チョコレート ［5191 0430 495］

塗装面の小さな傷に塗るだけで、錆の発生を防ぎ、
傷を目立たなくします。

スノー・ブレード・フロント・セット
¥7,245 (¥6,900) ［9065 0152 652］
取付作業参考時間：約10分

耐寒性に優れた素材を使用しており、
高い拭き取り性能を発揮します。
2本入り（左右各1本ずつ）。

ボディー・カバー防炎タイプ （写真は非掲載）

各¥20,790 (¥19,800)

［9053 0429 744］ルーフ・スポイラー装備車
［9053 0429 745］ルーフ・スポイラー非装備車
［9053 0442 740］JCWルーフ・スポイラー装備車

防炎タイプのボディ・カバーは、容易に燃え上がらない仕様と
なっています。
素材は、ポリエステル100%の厚織り生地で、シルバー撥水
コーティング加工、防炎加工（難燃性）コーティングです。

ボディー・カバー起毛タイプ
各¥27,720 (¥26,400)

［9053 0429 742］ルーフ・スポイラー装備車
［9053 0429 743］ルーフ・スポイラー非装備車
［9053 0442 739］JCWルーフ・スポイラー装備車

織物の裏側をソフト起毛とすることにより、傷がつきにくく、
車両全体をやさしく包みます。
素材は、ポリエステル100%で、色はシルバー、撥水性が高く、
起毛部の吸水は少なく、乾燥性にすぐれています。

ボディー・カバー インドア用
各¥33,600 (¥32,000)

［8215 0420 193］JCWリヤ・スポイラー非装備車用
［8215 0420 671］JCWリヤ・スポイラー装備車用
埃、汚れから大切な愛車をしっかりとガードしながら、同時
に魅力的なデザインでお車の輪郭を素敵に演出する、冬季や
長期間ガレージに駐車されるお車のための理想的な保護カ
バーです。前端、後端のゴムの絞りによりボディにぴったり
フィットし、着脱が簡単です。取り扱いやすい伸縮性のある
超軽量素材で、静電気防止加工がされ、通気性もあります。
裏面はポリエステル素材の起毛加工により柔らく、塗装面を
優しく保護し、ボディを傷めません。取り外した後は、折畳ん
で付属品のバックに、コンパクトに収納して保管することが
できます。水温30℃以下で、洗濯機で洗濯が可能です。
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フロント・ロアー・クローム・グリル
MINI One / MINI Cooper
※エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車を除く
¥8,127 (¥7,740) ［5111 2755 465］
取付作業参考時間：約45分

ラジエター・クローム・グリル
MINI One / MINI Cooper

¥27,090 (¥25,800) ［5111 2752 363］
取付作業参考時間：約20分

リヤ・フォグランプ用クローム・リング
MINI One / MINI Cooper
※エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車を除く
¥3,570 (¥3,400) ［5112 2753 653］
取付作業参考時間：約15分

取り付けには下記部品が必要です。

リヤ・バンパー・トリム・クローム・ライン用（無塗装）
¥33,705 (¥32,100) ［5112 7128 962］
取付作業参考時間：約15分
※取り付けには別途塗装が必要です。

フロント・フォグランプ用クローム・リング
MINI One / MINI Cooper
※エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車を除く
各¥3,570 (¥3,400) ［5111 2753 661］左側
 ［5111 2753 662］右側
取付作業参考時間：各約15分

取り付けには下記部品が必要です。

フロント・フォグランプ用カバー（無塗装）
各¥7,350 (¥7,000) ［5111 2755 687］左側
 ［5111 2755 688］右側
取付作業参考時間：各約15分
※取り付けには別途塗装が必要です。

フロント・ロアー・クローム・グリル
MINI Cooper S
※エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車を除く
¥8,127 (¥7,740) ［5111 2755 465］
取付作業参考時間：約45分

エア・インテーク・グリル・クローム
MINI Cooper S

¥23,205 (¥22,100) ［5113 0413 680］
取付作業参考時間：約15分

アディショナル・ヘッドランプ・セット
¥35,700 (¥34,000)  ［6312 0417 669］クローム
取付作業参考時間：約90分

イグニッションまたはエンジンがオンのときにハイビームを
点灯またはハイ /ロー切替えスイッチをハイビーム側にする
と、アディショナル･ヘッドランプが同時に点灯します。
※ アディショナル･ヘッドランプは、ハイビーム時のみ点灯
します。ロービームの状態では点灯しません。

アディショナル・ヘッドランプ・セットの取り付けには、
下記部品が必要です。

スクリュー
¥483 (¥460) ［7211 7073 489］

アディショナル・ヘッドランプ取り付けキット
各¥14,490 (¥13,800)

［6312 0422 704］ 
MINI Cooper S エアロ・ダイナミック・パッケージ非装備車
［6313 0422 707］ 
MINI One  クローム・ライン・エクステリア・パッケージ

(SA346)装備車
MINI Cooper エアロ・ダイナミック・パッケージ非装備車
［6313 0427 568］ 
MINI One  エアロ・ダイナミック・パッケージ非装備車 / クロー

ム・ライン・エクステリア・パッケージ（SA346）非装備車
［6313 0422 706］ 
MINI Cooper S JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ装備車
［6313 0422 708］ 
MINI One / MINI Cooper 
JCWエアロ・ダイナミック・パッケージ装備車
［6313 0427 569］ 
MINI Cooper S エアロ・ダイナミック・パッケージ(7AR)装備車
［6312 0429 979］ 
MINI One / MINI Cooper 
エアロ・ダイナミック・パッケージ (7AR)装備車

アディショナル・ヘッドランプ・セット
¥35,700 (¥34,000)  ［6312 0420 291］ブラック
取付作業参考時間：約90分

イグニッションまたはエンジンがオンのときにハイビームを
点灯またはハイ /ロー切替えスイッチをハイビーム側にする
と、アディショナル･ヘッドランプが同時に点灯します。
※ アディショナル･ヘッドランプは、ハイビーム時のみ点灯
します。ロービームの状態では点灯しません。

リヤ・クローム・グリル
MINI Cooper S
※エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車を除く
¥17,850 (¥17,000) ［5112 2756 992］
取付作業参考時間：約50分

クローム・バックドア・ハンドル
¥13,125 (¥12,500) ［5113 2753 603］
取付作業参考時間：約15分

ホワイト・ターン・シグナル・ライト（サイド）
MINI Cooper S

各¥4,053 (¥3,860) ［6313 2751 969］左側
 ［6313 2751 970］右側
取付作業参考時間：約15分（左右同時交換時）

MINI One / MINI Cooper（写真は非掲載）
各¥3,444 (¥3,280) ［6313 2754 253］左側
 ［6313 2754 254］右側
取付作業参考時間：約15分（左右同時交換時）

ホワイト・ターン・シグナル・ライト付テールライト
各¥19,845 (¥18,900) ［6321 2757 011］左側
 ［6321 2757 012］右側
取付作業参考時間：約35分 （左右同時交換時）

ホワイト・ターン・シグナル・ライト付ヘッドライト
ハロゲン・ヘッドライト装備車用
各¥45,150 (¥43,000)  ［6312 2751 873］左側

［6312 2751 874］右側
取付作業参考時間：約35分（左右同時交換時）

キセノン・ヘッドライト装備車用
各¥90,090 (¥85,800)  ［6312 2754 787］左側

［6312 2754 788］右側
取付作業参考時間：約85分（左右同時交換時）

ルーフ・スポイラー
¥39,900 (¥38,000) ［5171 0420 491］
取付作業参考時間：約30分

※取り付けには別途塗装が必要です。
エアロ・ダイナミクスを考慮した斬新なデザインで個性を
演出します。

クローム・フィラー・キャップ
MINI One / MINI Cooper

¥14,700 (¥14,000) ［5117 0419 864］
取付作業参考時間：約30分

※取り付けには別途塗装が必要です。

リヤ・パーク・ディスタンス・コントロール（PDC）
¥40,950 (¥39,000) ［6620 0415 488］
取付作業参考時間：約150分

取り付けには下記部品が必要です。

コントロール・ユニット
¥25,725 (¥24,500) ［6620 3450 085］

センター・スポイラー
¥8,904 (¥8,480)
［5112 2752 538］ MINI One / MINI Cooper

¥11,235 (¥10,700)
［5112 2752 541］ MINI Cooper S

ルーフ・バイザー
¥24,150 (¥23,000) 
［9051 2181 228］
取付作業参考時間：約40分

空力特性に優れた専用設計のスタ
イリングで、雨天時にも窓を少し
開けた状態で換気が可能です。
また、雨天時にドアを開口する際、
ルーフ部分から車内への雨水の浸
入を軽減します。
MINIロゴ入り。
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テールパイプ・トリム
MINI Cooper S

¥8,085 (¥7,700)×2 ［8212 0415 679］
取付作業参考時間：約30分

Cooper S用×2個使用します。
よりスポーティなテールパイプ・トリムです。

テールパイプ・トリム
MINI One / MINI Cooper

¥10,290 (¥9,800)
［1830 0445 379］ MINI One（写真左側）
¥8,085 (¥7,700)
［8212 0415 678］ MINI Cooper（写真右側）
取付作業参考時間：約30分

よりスポーティなテールパイプ・トリムです。
MINI Oneに装着する場合、テールパイプを約25mmカット
する必要があります。

クローム・テールパイプ・トリム
MINI Cooper（写真は非掲載）
¥15,750 (¥15,000) ［1830 0445 380］
MINI Cooper S
¥15,750 (¥15,000)×2 ［1830 0445 381］
※Cooper S用×2個使用します。
取付作業参考時間：約30分

標準装着のテールパイプ・トリムより大口径でスポーティな
クローム仕上げの美しいデザインです。

ルーフアンテナ・ジョイント
¥3,150 (¥3,000) ［9061 0429 391］
取付作業参考時間：約5分

ルーフアンテナの角度を自由に調節できます。

ショート・アンテナ（FM用）
¥4,410 (¥4,200) ［9061 0432 505］

スポーティかつファッショナブルなデザインのFM用ショート・
アンテナです（全長180mm）。
※  AMラジオの受信感度は、標準装着のアンテナに比べ劣り
ます。

※ 別売のルーフ・アンテナ・ジョイントとの組み合わせにより、
角度調整が可能です。

ルーフアンテナ・ジョイント装着例

ミラー・カバー "UNION JACK"

各¥7,770 (¥7,400)  ［5116 0415 113］左側
［5116 0415 118］右側

取付作業参考時間：各約15分

サイドビューを個性的なデザインにします。
ルーフ・デザインとコーディネートすることにより、
さらにクールなスタイリングに。

ドア・ハンドル・カバー "UNION JACK"

コンフォート・アクセス非装備車用
各¥6,300 (¥6,000)  ［5121 0422 084］左側

［5121 0422 087］右側
取付作業参考時間：約150分（左右同時交換時）

MINIとの冒険はドア・ハンドルから始まります。

ミラー・カバー "CHEQUERED FLAG"

各¥7,770 (¥7,400)  ［5116 0415 117］左側
［5116 0415 120］右側

取付作業参考時間：各約15分

ミラー・カバー "BLACK JACK"

各¥7,770 (¥7,400)  ［5116 2147 671］左側
［5116 2147 672］右側

取付作業参考時間：各約15分

ドア・ハンドル・カバー "CHEQuERED FLAG"

コンフォート・アクセス非装備車用
各¥6,300 (¥6,000)  ［5121 0422 086］左側

［5121 0422 089］右側
取付作業参考時間：約150分（左右同時交換時）

ドア・ハンドル・カバー "BLACK JACK"

コンフォート・アクセス非装備車用
各¥6,300 (¥6,000)  ［5121 2147 112］左側

［5121 2147 111］右側
取付作業参考時間：約150分（左右同時交換時）

サイド・スカットル
トリム・セット"UNION JACK"
¥17,850 (¥17,000) ［5113 0432 570］
取付作業参考時間：約15分（左右同時交換時）

取り付けには下記部品が必要です。
マウンティング・キット
¥5,985 (¥5,700) ［5113 0414 453］
※ホワイト・ターン・シグナル・ライト（サイド）は別売です。

サイド・スカットル
トリム・セット"CHEQUERED FLAG"
¥17,850 (¥17,000) ［5113 0432 572］
取付作業参考時間：約15分（左右同時交換時）

取り付けには下記部品が必要です。
マウンティング・キット
¥5,985 (¥5,700) ［5113 0414 453］
※ホワイト・ターン・シグナル・ライト（サイド）は別売です。

サイド・スカットル
トリム・セット"BLACK JACK"
¥17,850 (¥17,000) ［5113 0432 571］
取付作業参考時間：約15分（左右同時交換時）

取り付けには下記部品が必要です。
マウンティング・キット
¥5,985 (¥5,700) ［5113 0414 453］
※ホワイト・ターン・シグナル・ライト（サイド）は別売です。

MINI誕生50周年記念ミラー・カバー
各¥7,770 (¥7,400)  ［5116 2157 817］左側

［5116 2157 884］右側
取付作業参考時間：各約30分

MINI誕生50周年記念デザインのため、ドイツの在庫状況に
より納期に時間がかかる場合や、予告なく終了となる場合が
ありますので予めご了承ください。

※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

MINI誕生50周年記念サイド・スカットル
¥17,850 (¥17,000) ［5113 2162 792］
取付作業参考時間：約15分（左右同時交換時）

取り付けには下記部品が必要です。
マウンティング・キット
¥5,985 (¥5,700) ［5113 0414 453］
※ホワイト・ターン・シグナル・ライト（サイド）は別売です。

※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

クローム・ミラー・カバー
各¥15,645 (¥14,900)  ［5116 2753 881］左側

［5116 2753 882］右側
取付作業参考時間：各約15分

クローム・カラーがミラー・デザインを強調し、
MINIをよりまばゆく見せます。
※ この他にもミラー・カバー "UNION JACK"、ミラー・カバー 

"CHEQUERED FLAG"、ミラー・カバー "BLACK JACK"を
ご用意しております（15ページを参照してください）。

ライン・コントロール
¥9,870 (¥9,400) ［9052 2157 337］
取付作業参考時間：約30分

ELライン・コントロール（写真は非掲載）
¥18,900 (¥18,000) ［9052 0429 888］
取付作業参考時間：約45分
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EXTERIOR design

スポーツ・ストライプ・エンジンフード /トランク・セット
各¥10,500 (¥10,000)  ［5114 0418 656］ホワイト

［5114 0418 657］ブラック 

取付作業参考時間：約45分

MINIのパワーをビジュアル的に演出するエンジンフード、
トランク部のセットです。

スポーツ・ストライプ・ルーフ・セット
各¥10,500 (¥10,000)  ［5114 0418 658］ホワイト

［5114 0418 659］ブラック
［5114 0418 660］レッド

取付作業参考時間： 約100分　サンルーフ非装備車
約105分　サンルーフ装備車

ルーフ部は3色のカラーよりお選びください。

ルーフ・ステッカー "UNION JACK FLAG"

¥22,050 (¥21,000)  ［5114 0140 181］
取付作業参考時間：約130分

ルーフ・ステッカー "BLACKJACK"

サンルーフ装備車用
¥18,900 (¥18,000)  ［5114 0418 665］
取付作業参考時間：約60分

モノトーン バージョンのユニオン・ジャック。
サンルーフから見える白とシルバーで抑えた色合いに
黒いストライプが映えます。

ルーフ・ステッカー "MINI" 黒文字
¥10,500 (¥10,000)  ［5114 0418 663］
取付作業参考時間：約60分

ルーフ・ステッカー "ヘリポート" 白文字
¥18,900 (¥18,000)  ［5114 0418 661］
取付作業参考時間：約60分

ルーフ・ステッカー "ヘリポート" 黒文字
¥18,900 (¥18,000)  ［5114 0420 676］
取付作業参考時間：約60分

ルーフ・ステッカー "SWITZERLAND FLAG"

¥22,050 (¥21,000)  ［5114 0300 871］
取付作業参考時間：約130分

ルーフ・ステッカー "CANADA FLAG"

¥22,050 (¥21,000)  ［5114 0146 412］
取付作業参考時間：約130分

ルーフ・ステッカー "USA FLAG"

¥22,050 (¥21,000)  ［5114 0146 057］
取付作業参考時間：約130分

ルーフ・ステッカー "DEUTSCHLAND FLAG"
（写真は非掲載）

¥22,050 (¥21,000)  ［5114 0154 430］
取付作業参考時間：約130分

ルーフ・ステッカー "CHEQUERED FLAG"

サンルーフ装備車用
¥18,900 (¥18,000)  ［5114 0418 664］
取付作業参考時間：約60分

サンルーフから見える白と黒のはっきりとした濃淡。
車内からでも外からでも新しい視界が生まれます。

ルーフ・ステッカー "MINI" 白文字
¥10,500 (¥10,000)  ［5114 0418 662］
取付作業参考時間：約60分

ルーフ・ステッカー "SCOTLAND FLAG"

¥22,050 (¥21,000)  ［5114 0146 060］
取付作業参考時間：約130分

ルーフ・ステッカー "ENGLAND FLAG"

¥22,050 (¥21,000)  ［5114 0146 059］
取付作業参考時間：約130分

ドア・ステッカー・ゼッケン37

¥11,550 (¥11,000)  ［5114 0390 588］
取付作業参考時間：約60分

※ ドア・ステッカー・ゼッケン37とサイド・ステッカー・
ゼッケン37の同時装着はできません。

デカール・セット・モンテカルロ・ラリー（写真は非掲載）
¥8,610 (¥8,200)  ［5114 0390 539］
取付作業参考時間：約60分

エンジンフード・ストライプ
MINI One / MINI Cooper

各¥6,825 (¥6,500) ［5114 2755 603］ホワイト左側
 ［5114 2755 604］ホワイト右側
 ［5114 2755 605］ブラック左側
 ［5114 2755 606］ブラック右側
MINI Cooper S
各¥6,825 (¥6,500) ［5114 2755 607］ホワイト左側
 ［5114 2755 608］ホワイト右側
 ［5114 2755 609］ブラック左側
 ［5114 2755 610］ブラック右側
取付作業参考時間：約30分
栄光のモータースポーツのオーラを醸し出すストライプです。

サイド・ステッカー・ゼッケン37

¥9,450 (¥9,000)  ［5114 0390 589］
取付作業参考時間：約60分

※ ドア・ステッカー・ゼッケン37とサイド・ステッカー・
ゼッケン37の同時装着はできません。

ルーフ・ステッカー "CHEQUERED FLAG"

各¥22,050 (¥21,000)  ［5114 0140 185］ブラック・ルーフ用
［5114 0140 184］ホワイト・ルーフ用

取付作業参考時間：約130分
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多彩なカラー・バリエーションのステアリング・ホイール、シフト・ノブ、ハンドブレーキ・グリップ、
オリジナリティあふれるトリムなど、プライベート空間を高めるインテリア・アクセサリーをご用意
しました。

INTERIOR DESIGN
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INTERIOR design

レザー・スポーツ・ステアリング・ホイール 
"レッドウッド・レッド"

¥54,600 (¥52,000) ［3230 0418 253］
※パドル・スイッチ非装備車
取付作業参考時間：約45分
目を引く赤褐色がインテリアと美しいコントラストを。

取り付けには下記部品が必要です。

マルチファンクション・セット
¥21,000 (¥20,000) ［3230 9200 098］

トリム・セット（左・右）
¥2,373 (¥2,260) ［3230 6773 637］

トリム（下）
¥987 (¥940) ［3230 6773 643］

エアバッグ・モジュール
¥60,165 (¥57,300) ［3230 2757 665］

マルチファンクション・セット取り付け時には下記部品が必要
です。

ステアリング・コラム・スイッチ
各¥80,115 (¥76,300)
［6131 3453 989］DSC（SA210）装備車
［6131 3453 990］ DSC（SA210）、レイン・センサー（SA521）

装備車
各¥83,790 (¥79,800)
［6131 3451 893］ DSC（SA210）、レイン・センサー（SA521）、

キセノン・ヘッドライト（SA522）装備車
［6131 3451 892］ DSC（SA210）、キセノン・ヘッドライト 

（SA522）装備車
※ スポーツ・ステアリング（3スポーク・タイプ）装備車は
エアバッグ・モジュールの流用が可能です。
※ お車の装備によって追加部品は異なります。また、マルチ
ファンクション・セットを後付けした場合は、お車の装備に
よって一部機能しないボタンがあります。詳細につきまし
ては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせくだ
さい。

シフト・ノブ "レッドウッド・レッド"

¥7,350 (¥7,000) ［2511 0420 092］
取付作業参考時間：約15分

シフト・ブーツ "レッドウッド・レッド"

¥7,350 (¥7,000) ［2511 0420 093］
取付作業参考時間：約15分

チェッカー・フラッグ調トリム
¥19,740 (¥18,800) ［5147 0420 554］運転席側
取付作業参考時間：約20分

¥17,745 (¥16,900) ［5147 0420 967］助手席側
※ ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、CDチェンジャー・
プリパレーション装備車用
取付作業参考時間：約15分

チェッカー・フラッグ・インテリア・トリムで魅力的なラインを。

ハンドブレーキ・グリップ "レッドウッド・レッド"

¥5,565 (¥5,300) ［3440 0420 100］
取付作業参考時間：約15分

ハンドブレーキ・ブーツ "レッドウッド・レッド"

¥7,350 (¥7,000) ［3440 0420 101］
取付作業参考時間：約10分

ハンドブレーキ・ブーツ "カーボン・ブラック"

¥7,350 (¥7,000) ［3440 0420 103］
取付作業参考時間：約10分

チェッカード・トリム
運転席側
¥15,855 (¥15,100) ［5145 2752 157］～2008.9
¥17,325 (¥16,500) ［5145 9200 326］2008.9～
取付作業参考時間：約20分

助手席側
¥18,060 (¥17,200) ［5145 2752 200］～2008.9
¥18,165 (¥17,300) ［5145 9200 330］2008.9～
※ ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、

CDチェンジャー・プリパレーション装備車用
取付作業参考時間：約15分

アッパー・ドア・トリム・カバー
各¥15,960 (¥15,200) ［5141 2753 707］左側、～2008.9
 ［5141 2753 708］右側、～2008.9
各¥16,485 (¥15,700) ［5141 7233 929］左側、2008.9～
 ［5141 7233 930］右側、2008.9～
ロアー・ドア・トリム・カバー
各¥18,480 (¥17,600) ［5141 2753 697］左側、～2008.9
各¥19,110 (¥18,200) ［5141 7233 927］左側、2008.9～
 ［5141 7233 928］右側
リヤ・サイド・トリム・カバー
各¥13,020 (¥12,400) ［5143 2756 331］左側、～2008.9
 ［5143 2756 332］右側、～2008.9
各¥13,545 (¥12,900) ［5143 7233 931］左側、2008.9～
 ［5143 7233 932］右側、2008.9～

取付作業参考時間：約285分（ ドア・トリム・カバーをすべて
取り付けた場合）

フルード・シルバー・トリム
運転席側
各¥15,855 (¥15,100) ［5145 2752 155］～2008.11
 ［5145 9200 114］2008.11～
取付作業参考時間：約20分
助手席側
¥16,170 (¥15,400) ［5145 2752 198］～2008.11
¥16,590 (¥15,800) ［5145 9200 118］2008.11～
※ ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、

CDチェンジャー・プリパレーション装備車用
取付作業参考時間：約15分

アッパー・ドア・トリム・カバー
各¥14,070 (¥13,400)  ［5141 2753 709］左側、～2008.11

［5141 2753 710］右側、～2008.11

各¥14,595 (¥13,900)  ［5141 7233 921］左側、2008.11～
［5141 7233 922］右側、2008.11～

ロアー・ドア・トリム・カバー
各¥16,380 (¥15,600) ［5141 2753 699］左側、～2008.11
 ［5141 2753 700］右側、～2008.11
各¥17,010 (¥16,200) ［5141 7233 919］左側、2008.11～
 ［5141 7233 920］右側、2008.11～
リヤ・サイド・トリム・カバー
各¥11,445 (¥10,900) ［5143 2756 327］左側、～2008.11
 ［5143 2756 328］右側、～2008.11
各¥11,865 (¥11,300) ［5143 7233 917］左側、2008.11～
 ［5143 7233 918］右側、2008.11～

取付作業参考時間： 約285分（ ドア・トリム・カバーをすべて
取り付けた場合）

ブラッシュド・アロイ・トリム
¥18,165 (¥17,300) ［5145 2752 881］運転席側
取付作業参考時間：約20分

¥17,745 (¥16,900) ［5145 2752 210］助手席側
※ ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、

CDチェンジャー・プリパレーション装備車用
取付作業参考時間：約15分

ドア・ハンドル
各¥9,345 (¥8,900)  ［5141 2753 327］左側

［5141 2753 328］右側
取付作業参考時間：約20分

グレー・シルバー・アロイ・トリム
アッパー・ドア・トリム・カバー
各¥14,070 (¥13,400)  ［5141 2753 713］左側

［5141 2753 714］右側
ロアー・ドア・トリム・カバー
各¥16,380 (¥15,600)  ［5141 2753 703］左側

［5141 2753 704］右側
リヤ・サイド・トリム・カバー
各¥11,445 (¥10,900) ［5143 2756 325］左側
 ［5143 2756 326］右側

取付作業参考時間：約285分（ ドア・トリム・カバーをすべて
取り付けた場合）

※ ブラッシュド・アロイ・トリムの場合、ドア・トリムはグレー・
シルバーとの組み合わせとなります（ドア・ハンドルは
ブラッシュド・アロイ調）。

セレクター・レバー・ブーツ "カーボン・ブラック"

シルバー・リング付
¥12,600 (¥12,000)  ［5116 0429 070］
クローム・リング付
¥12,600 (¥12,000)  ［5116 0429 071］
取付作業参考時間：約15分

シフト・ブーツ "カーボン・ブラック"

シルバー・リング付
¥7,350 (¥7,000)  ［2511 0420 104］
クローム・リング付
¥8,610 (¥8,200)  ［2511 0427 491］
取付作業参考時間：約15分

フルード・シルバー・トリム、ブラッシュド・アロイ・トリム、グレー・シルバー・アロイ・トリム、チェッカード・トリムの取り付けには、下記部品が必要です。

サー・クリップ　¥126 (¥120)×94　［5141 2756 689］※94個必要です。

センター・アームレスト・セット
アームレスト（SA473）非装備車用
¥22,050 (¥21,000) ［5216 0429 935］
取付作業参考時間：約15分

アームレスト先端部にMINIロゴマーク付。
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シフト・ノブ "トスカーナ・ベージュ"

¥7,350 (¥7,000) ［2511 0420 091］

取付作業参考時間：約15分

シフト・ブーツ "トスカーナ・ベージュ"

シルバー・リング付
¥7,350 (¥7,000)  ［2511 0420 094］
クローム・リング付
¥7,875 (¥7,500)  ［2511 0427 489］
取付作業参考時間：約15分

レザー・スポーツ・ステアリング・ホイール
"トスカーナ・ベージュ"

¥54,600 (¥52,000) ［3230 0418 252］
※パドル・スイッチ非装備車
取付作業参考時間：約45分
伝統を感じさせます。リムはハンドステッチ。

取り付けには下記部品が必要です。

マルチファンクション・セット
¥21,000 (¥20,000) ［3230 9200 098］

トリム・セット（左・右）
¥2,373 (¥2,260) ［3230 6773 637］

トリム（下）
¥987 (¥940) ［3230 6773 643］

エアバッグ・モジュール
¥60,165 (¥57,300) ［3230 2757 665］

マルチファンクション・セット取り付け時には下記部品が必要
です。

ステアリング・コラム・スイッチ
各¥80,115 (¥76,300)
［6131 3453 989］DSC（SA210）装備車
［6131 3453 990］ DSC（SA210）、レイン・センサー（SA521）

装備車
各¥83,790 (¥79,800)
［6131 3451 893］ DSC（SA210）、レイン・センサー（SA521）、

キセノン・ヘッドライト（SA522）装備車
［6131 3451 892］ DSC（SA210）、キセノン・ヘッドライト 

（SA522）装備車
※ スポーツ・ステアリング（3スポーク・タイプ）装備車は
エアバッグ・モジュールの流用が可能です。
※ お車の装備によって追加部品は異なります。また、マルチ
ファンクション・セットを後付けした場合は、お車の装備に
よって一部機能しないボタンがあります。詳細につきまし
ては、最寄りのMINI正規ディーラーまでお問い合わせくだ
さい。

ハンドブレーキ・グリップ "トスカーナ・ベージュ"

¥5,565 (¥5,300) ［3440 0420 099］
取付作業参考時間：約15分
※ハンドブレーキ・ブーツは別売です。

ハンドブレーキ・ブーツ "トスカーナ・ベージュ"

¥7,350 (¥7,000) ［3440 0420 102］
取付作業参考時間：約10分

レザー・スポーツ・ステアリング・ホイール
マルチファンクション・スイッチ無
¥59,850 (¥57,000) ［3230 6782 595］
※パドル・スイッチ非装備車
¥81,900 (¥78,000) ［3230 6782 597］
※パドル・スイッチ装備車

マルチファンクション・スイッチ付
¥81,900 (¥78,000) ［3230 6782 596］
※パドル・スイッチ非装備車
¥78,750 (¥75,000) ［3230 6782 598］
※パドル・スイッチ装備車
取付作業参考時間：約45分

レザー・トリムでよりしっかりとしたグリップをキープすること
ができ、さらなるゴーカート感覚をお楽しみいただけます。

取り付けには下記部品が必要です。

エアバッグ・モジュール
¥60,165 (¥57,300) ［3230 2757 665］
※ スポーツ・ステアリング（3スポーク・タイプ）装備車はエア
バッグ・モジュールの流用が可能です。
※ マルチファンクション・スイッチ付のステアリング・ホイール
を後付けした場合は、お車の装備によって一部機能しない
スイッチがあります。詳細につきましては、最寄りのMINI
正規ディーラーまでお問い合わせください。

マルチファンクション・スイッチ付の場合は下記部品が必要
です。

ステアリング・コラム・スイッチ
各¥80,115 (¥76,300)
［6131 3453 989］DSC（SA210）装備車
［6131 3453 990］ DSC（SA210）、レイン・センサー（SA521）

装備車
各¥83,790 (¥79,800)
［6131 3451 893］ DSC（SA210）、レイン・センサー（SA521）、

キセノン・ヘッドライト（SA522）装備車
［6131 3451 892］ DSC（SA210）、キセノン・ヘッドライト 

（SA522）装備車

レザー・ステアリング・ホイール 
（2スポーク・タイプ）

¥56,700 (¥54,000) ［3230 2752 964］
※パドル・スイッチ非装備車

¥80,850 (¥77,000) ［3230 2754 633］
※パドル・スイッチ装備車
取付作業参考時間：約45分

取り付けには下記部品が必要です。

エアバッグ・モジュール
¥58,275 (¥55,500) ［3230 2757 663］
※ レザー・ステアリング・ホイール装備車はエアバッグ・
モジュールの流用が可能です。

※上記標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、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。

ピアノ・ブラック・トリム
¥18,165 (¥17,300) ［5145 2752 156］運転席側
取付作業参考時間：約20分

¥18,060 (¥17,200) ［5145 2752 199］助手席側
※ ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、CDチェンジャー・
プリパレーション装備車用
取付作業参考時間：約15分

アッパー・ドア・トリム・カバー
各¥16,485 (¥15,700)  ［5141 7222 135］左側

［5141 7222 136］右側
ロアー・ドア・トリム・カバー
¥19,110 (¥18,200) ［5141 7222 133］左側
¥18,480 (¥17,600) ［5141 7222 134］右側
リヤ・サイド・トリム・カバー
各¥13,545 (¥12,900) ［5143 7222 137］左側
 ［5143 7222 138］右側
取付作業参考時間：約285分（ ドア・トリム・カバーをすべて

取り付けた場合）
ピアノ・ブラック・トリムの取り付けには下記部品が必要です。

サー・クリップ
¥126 (¥120)×94 ［5141 2756 689］
※94個必要です。

クラシカルなMINIインテリア・トリムです。ピアノ・ブラックの
インテリア・トリムとトスカーナ・ベージュのレザー・トリムがスタ
イリッシュなコントラストをみせます。

セレクター・レバー・グリップ "トスカーナ・ベージュ"

¥12,390 (¥11,800)  ［2516 0420 095］
取付作業参考時間：約10分
※セレクター・レバー・ブーツは別売です。

セレクター・レバー・ブーツ "トスカーナ・ベージュ"

シルバー・リング付
¥12,390 (¥11,800)  ［2516 0420 098］
クローム・リング付
¥12,600 (¥12,000)  ［5116 0429 069］
取付作業参考時間：約15分
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クローム調トリム "セレクター・レバー"

クローム・リング付
¥9,030 (¥8,600) ［2516 2752 946］
取付作業参考時間：約10分

シフト・ブーツも付属しています。

クローム調トリム "ハンドブレーキ・グリップ"

クローム・リング付
¥4,053 (¥3,860) ［3440 6774 436］
取付作業参考時間：約15分

シフト・ノブ "レザー"

クローム・リング付
¥12,075 (¥11,500) ［2511 2753 784］
取付作業参考時間：約15分

シフト・ノブ "プラスチック"
（写真は非掲載）

クローム・リング付
¥4,851 (¥4,620) ［2511 2753 782］
取付作業参考時間：約15分

シフト・ブーツも付属しています。

クローム調トリム "フロント・カップ・ホルダー用"

¥1,890 (¥1,800) ［5116 2756 166］
取付作業参考時間：約10分

※1台あたり2点必要です。

クローム調トリム "スピード・メーター用"

¥7,665 (¥7,300) ［5145 2752 794］
取付作業参考時間：約35分

スピード・メーター脇のエア吹き出し口用の
トリム2点も付属します。

クローム調トリム "スピーカー用"

各¥4,158 (¥3,960)  ［5141 2753 687］左側
［5141 2753 694］右側

取付作業参考時間：各約15分

クローム調トリム "バス・スピーカー用"

¥5,313 (¥5,060)  ［5141 2753 333］左右共通
取付作業参考時間：各約35分

※1台あたり2点必要です。

クローム調トリム "エア・アウトレット・カバー用"

各¥4,620 (¥4,400)  ［5145 2752 799］左側
［5145 2752 800］右側

取付作業参考時間：約60分（左右同時交換時）

クローム調トリム "リヤ・カップ・ホルダー用"

¥1,743 (¥1,660) ［5116 2756 172］
取付作業参考時間：約10分

※ リヤ・カップ・ホルダーのトリム色がシルバー、
クロームの車両のみ装着が可能です。

クローム調トリム "ドア・ハンドル用"

各¥1,365 (¥1,300)  ［5141 2753 339］左側
［5141 2753 340］右側

取付作業参考時間：各約20分

ウッド＆レザー・スポーツ・ステアリング・ホイール
¥122,850 (¥117,000) ［3230 6783 354］
※パドル・スイッチ非装備車
¥136,500 (¥130,000) ［3230 6783 355］
※パドル・スイッチ装備車
取付作業参考時間：約45分
本ステアリング・ホイールにはマルチファンクション・スイッチ
が付属しています。

取り付けには下記部品が必要です。

エアバッグ・モジュール
¥60,165 (¥57,300) ［3230 2757 665］

ステアリング・コラム・スイッチ
各¥80,115 (¥76,300)
［6131 3453 989］DSC（SA210）装備車
［6131 3453 990］ DSC（SA210）、レイン・センサー（SA521）

装備車
各¥83,790 (¥79,800)
［6131 3451 893］ DSC（SA210）、レイン・センサー（SA521）、

キセノン・ヘッドライト（SA522）装備車
［6131 3451 892］ DSC（SA210）、キセノン・ヘッドライト 

（SA522）装備車
※ スポーツ・ステアリング（3スポーク・タイプ）装備車は
エアバッグ・モジュールの流用が可能です。
※ マルチファンクション・スイッチ付のステアリング・ホイー
ルを後付けした場合は、お車の装備によって一部機能し
ないスイッチがあります。詳細につきましては、最寄りの
MINI正規ディーラーまでお問い合わせください。

シート・ベルト・ホルダー・セット
¥4,830 (¥4,600) ［5230 0302 484］

ヘッドレスト・ポールにワンタッチで取り付け、シート・ベルト・
ショルダー部を容易に引き寄せ、簡単にシート・ベルトを装着
することができます。2個入り。
※ シート位置がシート・ベルト・ショルダー取り付け部よりも
前方の場合にのみご使用ください。また、ホルダー部分に
急激な力を加えないでください。

イングリッシュ・オーク調トリム
¥22,365 (¥21,300) ［5145 2752 168］運転席側
取付作業参考時間：約20分

¥22,365 (¥21,300) ［5145 2752 212］助手席側
※ ストレージ・パッケージ、CDチェンジャー、CDチェンジャー・
プリパレーション装備車用
取付作業参考時間：約15分

ドア・ハンドル
各¥11,970 (¥11,400)  ［5141 2753 329］左側

［5141 2753 330］右側

イングリッシュ・オーク調トリムの取り付けには
下記部品が必要です。

サー・クリップ
¥126 (¥120)×94 ［5141 2756 689］
※94個必要です。

ピアノ・ブラック・トリム
アッパー・ドア・トリム・カバー
各¥16,485 (¥15,700)  ［5141 7222 135］左側

［5141 7222 136］右側
ロアー・ドア・トリム・カバー
¥19,110 (¥18,200) ［5141 7222 133］左側
¥18,480 (¥17,600) ［5141 7222 134］右側
リヤ・サイド・トリム・カバー
各¥13,545 (¥12,900) ［5143 7222 137］左側
 ［5143 7222 138］右側
取付作業参考時間：約285分（ ドア・トリム・カバーをすべて

取り付けた場合）
ピアノ・ブラック・トリムの取り付けには下記部品が必要です。

サー・クリップ
¥126 (¥120)×94 ［5141 2756 689］
※94個必要です。

※ イングリッシュ・オーク調トリムの場合、ドア・トリムは
ピアノ・ブラックとの組み合わせとなります。
（ドア・ハンドルはイングリッシュ・オーク調）

MINIのインテリアにイングリッシュ・オーク調トリムと
ピアノ・ブラック・ドア・トリムが美しさを共演。

シフト・ノブ "ウッド"

シルバー・リング付
¥22,050 (¥21,000) ［2511 2753 785］
クローム・リング付
¥19,845 (¥18,900) ［2511 2753 786］
取付作業参考時間：約15分

シフト・ブーツも付属しています。

イングリッシュ・オーク調トリム
セレクター・レバー
¥29,190 (¥27,800) ［2516 7584 238］
取付作業参考時間：約10分

※セレクター・レバー・ブーツは別売です。

セレクター・レバー・ブーツ "カーボン・ブラック"

シルバー・リング付
¥12,600 (¥12,000)  ［5116 0429 070］
クローム・リング付
¥12,600 (¥12,000)  ［5116 0429 071］
取付作業参考時間：約15分
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フロア・マット・セット "シャギー・チェック"

ブラック / グレー
¥21,945 (¥20,900) ［9054 0429 880］

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。

スクリュー・ロックピン
¥1,155 (¥1,100)×2 ［5147 9171 368］
※2個必要です。

同じデザインのラゲージ・カーペット・マット・セットも
ご用意しておりますので、組み合わせてご活用ください。

フロア・マット・セット "シャギー・チェック"

ブラック / イエロー
¥21,945 (¥20,900) ［9054 0429 881］

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。

スクリュー・ロックピン
¥1,155 (¥1,100)×2 ［5147 9171 368］
※2個必要です。

同じデザインのラゲージ・カーペット・マット・セットも
ご用意しておりますので、組み合わせてご活用ください。

フロア・マット・セット "シャギー・チェック"

ブラック / レッド
¥21,945 (¥20,900) ［9054 0429 879］

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。

スクリュー・ロックピン
¥1,155 (¥1,100)×2 ［5147 9171 368］
※2個必要です。

同じデザインのラゲージ・カーペット・マット・セットも
ご用意しておりますので、組み合わせてご活用ください。

フロア・マット・セット "サキソニー・スポーツ"

ブラック
¥23,100 (¥22,000) ［9054 0429 878］

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。

スクリュー・ロックピン
¥1,155 (¥1,100)×2 ［5147 9171 368］
※2個必要です。

同じデザインのラゲージ・カーペット・マット・セットも
ご用意しておりますので、組み合わせてご活用ください。

フロア・マット・セット "シャギー・クラシカル・モダン"

ブラック /グレー
¥19,635 (¥18,700) ［9054 2159 449］

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。

スクリュー・ロックピン
¥1,155 (¥1,100)×2 ［5147 9171 368］
※2個必要です。

フロア・マット・セット "シャギー・クラシカル・モダン"

ブラック /レッド
¥19,635 (¥18,700) ［9054 2159 450］

2009.3～の車両への取り付けには下記部品が必要です。

スクリュー・ロックピン
¥1,155 (¥1,100)×2 ［5147 9171 368］
※2個必要です。

フロア・マット・セット "コスモポリタン"

フロント
¥10,080 (¥9,600) ［5147 0441 799］
リヤ
¥5,040 (¥4,800) ［5147 0420 548］

高品質の柔らかなベロア。MINIロゴマークが入り、
縁取りはリフレクティブ仕様のヌバック。

フロア・マット・セット "ベロア"

フロント / リヤ
¥16,800 (¥16,000) ［5147 9181 166］

短毛ベロア。縁取りはカーボン・ブラック。

フロア・マット・セット "アーバン"
フロント
各¥11,130 (¥10,600) ［5147 0441 795］クリーム
 ［5147 0441 797］ダーク・グレー
リヤ
各¥5,565 (¥5,300) ［5147 0420 547］クリーム
 ［5147 0421 691］ダーク・グレー

クリーム・ホワイトまたはダーク・グレーのピン・ストライプが
入った高品質織物フロア・マット。
様々なインテリアに合います。

アクセル・ペダル・カバー
各¥20,895 (¥19,900)  ［3542 6786 593］MT車用

［3542 6790 010］AT車用
取付作業参考時間：約15分

ブレーキ・ペダル・カバー
¥2,919 (¥2,780) ［3520 6758 751］MT車用
¥3,780 (¥3,600) ［3521 6765 829］AT車用
取付作業参考時間：約5分

クラッチ・ペダル・カバー
¥2,919 (¥2,780) ［3520 6758 751］MT車用
取付作業参考時間：約5分

ステンレス・フットレスト
¥4,305 (¥4,100) ［5147 7149 471］
取付作業参考時間：約5分

MINIにスポーティなアクセントを。

フロント・ウィンドー・サンシェード
¥5,565 (¥5,300) ［9050 0441 410］

フロント・ウィンドーに簡単に取り付けが可能な
サンシェードです。
"I DON'T HEAT UP!" MINIロゴマーク入り。
収納袋付。
※ 炎天下のご使用でワイヤー部分が高温になる可能性が
あります。取り外し時にはご注意ください。
※ 本製品はワイヤー・スプリング機能により収納されており、
瞬時に形状を復元します。広げる際には必ず顔や体より
離して広げてください。

ダブル・パワー
¥12,600 (¥12,000) ［9060 0427 839］

車のシガーライター・ソケットからAC電源（ノートパソコン
電源や携帯電話の充電等に利用）とUSB電源（デジタル・オー
ディオへの電源供給等に利用）を取り出すことができます。
保護回路付。
※運転中のご使用は危険ですので絶対に避けてください。
※USB端子はデータ転送、ハブ機能などには利用できません。
※ 使用するUSB機器の仕様によっては電源供給できない場合
があります。

ラバー・マット・セット
フロント
¥6,825 (¥6,500) ［5147 0441 791］MINI
¥7,875 (¥7,500) ［5147 0441 793］Cooper S

リヤ
¥3,990 (¥3,800)  ［5147 0416 194］

足元を汚れや湿気から守るために先端がカーブした機能的な
デザイン。カーボン・ブラック。MINIロゴマークまたはMINI 
Cooper Sレタリング入り。

サンシェード・リヤ・ウィンドー
¥9,870 (¥9,400) ［5146 0414 754］

取り付けには下記部品が必要です。
取付用クリップ
¥189 (¥180)×2  ［5146 0412 111］
※2個必要です。

サンシェード・リヤ・サイド・ウィンドー・セット
¥10,500 (¥10,000) ［5146 0414 734］

スプリング固定金具で装着。使用しないときは折り畳んで
ポーチに保管できます。
左右各1枚ずつ、計2枚入り。

取り付けには下記部品が必要です。
取付用クリップ
¥189 (¥180)×2  ［5146 0412 111］
※2個必要です。
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イルミ・エントランス・カバー・セット "COOPER S"

MINI Cooper S

¥38,850 (¥37,000) ［5147 0417 692］左右
取付作業参考時間：約150分

イルミ・エントランス・カバー・セット "COOPER"

MINI Cooper（写真は非掲載）
¥36,750 (¥35,000) ［5147 0416 145］左右
取付作業参考時間：約150分

ルーム・ランプと連動しドアオープン時に点灯します。昼間は
クロームの外観。夜間暗くなるとほのかに照明されます。

イルミ・エントランス・カバー・セット
"Union Jack"

¥43,050 (¥41,000) ［5147 0417 011］シルバー左右
¥47,250 (¥45,000) ［5147 0417 015］ブラック左右
取付作業参考時間：約150分

ルーム・ランプと連動しドアオープン時に点灯します。昼間は
クロームの外観。夜間暗くなるとほのかに照明されます。

イルミ・エントランス・カバー・セット "MINI"

¥33,600 (¥32,000) ［5147 0417 688］左右
取付作業参考時間：約150分

夜間には一際目立つイルミネーションのエントランス カバー。
ステンレス製。

オリジナル・イルミ・エントランス・カバー・セット
¥65,625 (¥62,500) ［9051 0417 112］
取付作業参考時間：約150分

夜間には一際目立つイルミネーションのエントランスカバー。
ステンレス製。好きな言葉を入れて、あなただけのオリジナ
ルのイルミ・エントランス・カバーを作成できます。左右のエ
ントランス・カバーを別のデザインにすることも可能ですが、
指定フォント以外の出力はできません。文字数や文字の大き
さ等に制限がありますので、詳細につきましては、最寄りの
MINI正規ディーラーまでお問い合わせください。
※ 本商品は受注生産のため、他商品に比べ納品までにお時間
を頂きます。

イルミ・エントランス・カバー・セット
"CHEQUERED FLAG"（シルバー）
¥43,050 (¥41,000) ［5147 0417 690］左右
取付作業参考時間：約150分
ルーム・ランプと連動しドアオープン時に点灯します。昼間は
クロームの外観。夜間暗くなるとほのかに照明されます。

イルミ・エントランス・カバー・セット
"CHEQUERED FLAG"（ブラック）
¥47,250 (¥45,000) ［5147 0417 693］左右
取付作業参考時間：約150分

ルーム・ランプと連動しドアオープン時に点灯します。昼間は
クロームの外観。夜間暗くなるとほのかに照明されます。

ルーム・ミラー・カバー "Union Jack" 

各¥6,720 (¥6,400)　  ［5116 0412 519］非自動防眩用
 ［5116 0412 781］自動防眩用

取付作業参考時間：約10分

ルーム・ミラー・カバー "Chequered flag"

各¥6,720 (¥6,400)　  ［5116 0412 782］非自動防眩用
 ［5116 0412 784］自動防眩用

取付作業参考時間：約10分

ルーム・ミラー・カバー "BLACK JACK"

各¥6,720 (¥6,400)　  ［5116 2148 221］非自動防眩用
 ［5116 2148 220］自動防眩用

取付作業参考時間：約10分

ハンド・ランプ
¥2,520 (¥2,400) ［6331 0138 865］

さまざまな用途に有効なランプです。
シガライター・ソケットに簡単に接続し、充電できます。

アッシュ・トレイ
¥5,985 (¥5,700) ［9050 0447 907］

車両のドリンク・ホルダーに取り付ける、プッシュ・ボタン・
タイプの灰皿です。
上部カバーは、周囲が暗くなるとLEDが点灯します。
※ 車両から離れる際は、火気の取り扱いに十分注意するため
に、アッシュ・トレイも必ず車外に持ち出してください。

リーディング・ライト
¥4,515 (¥4,300) ［8212 9406 431］

助手席の同乗者が夜間に地図を調べたり、読書をするための、
光の拡散が少ないライト。アームが自由に曲げられます。
シガライター・ソケットに簡単に接続できます。

クリーン・ボックス
¥5,250 (¥5,000) ［9084 0429 886］
取付作業参考時間：約5分

センター・コンソール付近に専用バンドでワンタッチに取り
付けが可能で、室内のゴミまた、小物 /ドリンク・ボトル2本
までを収納することができる万能ボックスです。

ラバー・トレイ
¥609 (¥580) ［5116 0418 651］

機能的なラバー・コンソール・トレイでサイドブレーキ下の
スペースを有効に活用。小銭やカードが取りやすいように
しました。

コンソール・トレイ
¥1,218 (¥1,160) ［5116 0418 650］

機能的なラバー・コンソール・トレイでセンター・コンソール・
スペースを有効に活用。手の届くところに小物を保管。
凹凸を付けて、小銭やカードが取りやすいようにしました。

グローブ・ボックス・ディバイダー
¥8,715 (¥8,300) ［5111 0418 072］

自在に動かすことができる仕切りと伸縮バンドを備え、グ
ローブ・ボックス内を整理することができます。CD、iPod、
オーナーズ・マニュアル、あるいはキーなどをいつでも決まっ
た場所にすっきりと収納できます。

ライフハンマー "スティグロウ"

¥4,200 (¥4,000) ［9050 0403 528］

昼間紫外線を吸収し、夜間闇夜でもハンマー自体が発光し、
設置場所を容易に確認できる蓄光タイプのライフハンマー
です。

アンブレラ車載搭載セット（ケース付）
¥12,600 (¥12,000) ［5147 0403 512］

UNION JACKデザインのMINI折りたたみ式アンブレラと車
載搭載専用ケースのセットです。助手席足下に取り付けるこ
とができます。
• 収納時のサイズ：約305×70×50 mm
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たとえば、iPodインターフェースで、大好きな音楽を聴いたり、ナビゲーション・システムで
スムーズな運転を楽しんだり・・・ MINIと一緒に走り続けましょう。
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※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、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。
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地上デジタルTVワンセグ・チューナー
¥31,290 (¥29,800) ［9060 0434 754］
原田工業製 / HDT-101

取付作業参考時間： 約30分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合
約60分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

ダイバーシティー・システムを搭載、フロント・ガラス取り付け用アンプ付2chフィルム・アンテナで高感度を実現、
安定した受信が可能になったワンセグ・チューナーです。

対象ナビゲーション
•  AUXやVTR入力のあるディーラー・オプションのMINIナビゲーション・パッケージ（Panasonic / Pioneer / Sony製）
※ ナビゲーションによっては各種設定作業が必要となる場合がありますので、お使いのナビゲーションの操作説明書
をご覧ください。
※ 地上デジタル放送の受信エリアは、社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページ http://www.dpa.or.jp 
にて予めご確認ください。なお、受信障害がある環境では、エリア内でも受信できないことがあります。
お買い求めの際には、上記についてご承知頂きます様、ご確認をお願い致します。

※本商品は在庫限りとなりますので、予めご了承ください。

地上デジタルTVフルセグ・チューナー・パッケージ
¥93,240 (¥88,800) ［9401 2153 816］
Pioneer製 / GEX-P90DTVZBM（4チューナー、4アンテナ・タイプ）
¥77,490 (¥73,800) ［9401 2153 818］
Pioneer製 / GEX-P70DTVZBM（2チューナー、2アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間： 約30分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合

約60分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合
12セグとワンセグ・チューナーを装備したフルセグ・タイプのチューナーと取り付けキットのパッケージです。
本パッケージは、MINIナビゲーション / ETC車載器パッケージ（AVIC-HRV100ZW、AVIC-HRV002ZBM、チューナー無）
と組み合わせてお使いください。
対象ナビゲーション
•  MINIナビゲーション・パッケージ Pioneer AVIC-HRV100ZW、AVIC-HRV002ZBM

•  AUX、VTR入力のあるディーラー・オプションのMINIナビゲーション・パッケージ（Panasonic / Pioneer / Sony製）
※ 地上デジタル放送の受信エリアは、社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページ http://www.dpa.or.jp 
にて予めご確認ください。なお、本チューナーは家庭用受信機に比べて地上デジタル放送の受信可能エリアが
狭くなっています。また、受信障害がある環境では、エリア内でも受信できないことがあります。
お買い求めの際には、上記についてご承知頂きます様、ご確認をお願い致します。

リヤビュー・カメラ
¥49,350 (¥47,000) ［9060 0407 110］
取付作業参考時間：約90分

※  MINIナビゲーション・パッケージ（Panasonic / Pioneer / Sony / Xanavi製）と組み合わせて使用できます。
リヤ・バンパー・トリムに一体型ブラケットでコンパクトに取り付け、シフト位置をリバースへ切り替えると、
ナビゲーション・モニター画面がリヤビュー・カメラの映像へ切り替わり、バック・ミラーやルーム・ミラーに
映らない車体のすぐ後ろをナビゲーションのモニターに表示、駐車場などでの安全確認をサポートします。

※ リヤビュー・カメラは運転者の代わりに障害物の有無を判断
するものではありません。カメラは車体のすぐ後ろを表示し
ます。又、画面に表示できる範囲は限定されていますので、
実際の運転においては、車両周辺の安全を目視確認した上で
運転してください。
※ 取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。

マット・ブラックとグロス・シルバーの洗練されたデザイン

ナビゲーション本体は小物入れに装着

いずれのナビゲーションも上下エレベーター機構を採用。モニター・キット取り付け時に、
横方向（3段階）調整およびモニター画面の角度（無段階）調整が可能です。
※エレベーター機構（上下移動）以外は、モニター固定後の手動調整はできません。

ETC車載器はセンター・コンソール下部へ装着

地上デジタルTVフルセグ・チューナー・パッケージ
¥93,240 (¥88,800) ［9401 2153 816］
Pioneer製 / GEX-P90DTVZBM（4チューナー、4アンテナ・タイプ）
¥77,490 (¥73,800) ［9401 2153 818］
Pioneer製 / GEX-P70DTVZBM（2チューナー、2アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間： 約30分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合

約60分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合
12セグとワンセグ・チューナーを装備したフルセグ・タイプのチューナーと取り付けキットの
パッケージです。本パッケージは、MINIナビゲーション / ETC車載器パッケージ
（AVIC-HRV100ZW、AVIC-HRV002ZBM、チューナー無）と組み合わせてお使いください。

携帯電話用Bluetooth®ユニット
（Pioneer製MINI HDDナビゲーション・パッケージ専用）

¥15,750 (¥15,000) ［9060 0429 607］
Pioneer製 / ND-BT1ZBM

取付作業参考時間：
約10分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合
約30分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

Pioneer製MINIナビゲーション・パッケージ（HDD）と合わせてお
使いいただくことでナビゲーションと携帯電話のワイヤレス接続を
実現、Bluetoothハンズフリー・テレフォンをお使いいただけます。
※  Bluetoothユニットをお使いいただくためには、Bluetooth内蔵
携帯電話またはBluetoothアダプターを使用した携帯電話をお使
いいただく必要があります。

※  Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。
※ 接続可能な携帯電話につきましては、パイオニア（株）のホーム
ページ http://pioneer.jp/carrozzeria/ にてご確認ください。

MINIナビゲーション・パッケージ（HDD）
¥215,250 (¥205,000) ［9401 2180 364］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW
取付作業参考時間：約180分
HDDナビゲーション、モニター・インストリング・キット 、ナビゲーション本体取付けキット、インター
フェース・キット、フィッティング・キット、リバース・シグナル・アダプターで構成されたパッケージです。

MINIナビゲーション（HDD）/ 地上デジタルTVチューナー・パッケージ
MINIによく似合う美しく、使いやすいマット・ブラックとグロス・シルバーのシンプルなデザイン。
そしてナビ能力や楽しみ方も充実したHDDナビゲーション・パッケージです。
受信性能に優れた地上デジタルTVチューナーを4×4（4チューナー×4アンテナ）、
2×2（2チューナー×2アンテナ）の2タイプをご用意しました。

¥298,200 (¥284,000) ［9401 2180 360］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（4チューナー、4アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約210分
¥277,200 (¥264,000) ［9401 2180 362］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（2チューナー、2アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約210分
Pioneer製HDDナビゲーション、地上デジタルTVチューナー、RCAケーブル、モニター・インスト
リング・キット、ナビゲーション本体取付けキット、地上デジ・チューナー・インストリング・キット、
インターフェース・キット、フィッティング・キット、リバース・シグナル・アダプターで構成され
たお買い得なパッケージです。

MINIナビゲーション（HDD）/ 地上デジタルTVチューナー / 
ETC車載器パッケージ
ナビゲーション・パッケージにETC車載器を追加したお買い得なパッケージです。
チューナー・レス・タイプもご用意しました。

¥320,250 (¥305,000) ［9401 2180 361］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（4チューナー、4アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約220分
¥296,100 (¥282,000) ［9401 2180 363］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（2チューナー、2アンテナ・タイプ）
取付作業参考時間：約220分
¥236,250 (¥225,000) ［9401 2180 359］
Pioneer製 / AVIC-HRV100ZW（チューナーは付属しません）
取付作業参考時間：約190分

※ ナビゲーション・パッケージの装着はストレージ・パッケージ（SA493）装備車が対象となります。
ナビゲーション・パッケージを装着すると小物入れが使用できなくなります。また、CDオート・
チェンジャーとの同時装着はできません。
※ 詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーのサービス・アドバイザーまたはアクセサ
リー・アドバイザーまでお問い合わせください。
※ 地上デジタル放送の受信エリアは、社団法人デジタル放送推進協会（Dpa）のホームページ 

http://www.dpa.or.jp にて予めご確認ください。なお、本チューナーは家庭用受信機に比べて
地上デジタル放送の受信可能エリアが狭くなっています。また、受信障害がある環境では、エリ
ア内でも受信できないことがあります。お買い求めの際には、上記についてご承知頂きます様、
ご確認をお願い致します。

MINI ETC車載器パッケージ
¥26,250 (¥25,000) ［9401 2160 248］
Pioneer製 / ND-ETC5ZBM

取付作業参考時間： 約60分　MINI ETC車載器パッケージ単独装着の場合
約10分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合

ナビゲーション別売アクセサリー
VICSビーコン・ユニット
¥21,000 (¥20,000) ［9060 0419 898］
詳細な渋滞情報を取得できます。また、ルート検索やリルート時に渋滞情報が考慮されます。

携帯電話接続ケーブル（ハンズ・フリー通話用）
各¥5,250 (¥5,000) ［9060 0419 903～906］
※携帯端末の機種により、使用する接続ケーブルは異なります。

グロメット
¥63 (¥60) ［5171 1855 009］
※携帯電話接続ケーブルを接続する場合に必要となります。

アナログTVチューナー
¥29,400 (¥28,000) ［9060 0444 691］
取付作業参考時間： 約30分　ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合

約60分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

TVチューナー取り付けキット
¥11,550 (¥11,000) ［9060 0445 217］
※アナログTVチューナーを装着する際に必要となります。
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MINI PNDナビゲーション・パッケージ
SONY製パーソナル・ナビゲーション・システム " nav-u（ナブ・ユー） / NV-U75V " 
4.8型ワイド液晶モニター、8GB内蔵フラッシュ・メモリーとワンセグTVチューナー、
Bluetoothハンズフリーも搭載したポータブル・ナビゲーション・パッケージです。
¥85,050 (¥81,000) ［9401 2167 753］
SONY製 / nav-u（ナブ・ユー）/ NV-U75V

取付作業参考時間：約60分

別売アクセサリー

VICSビーコン・ユニット
¥21,840 (¥20,800) ［9060 2167 512］
NVA-VB7

取付作業参考時間： 約5分 ナビゲーション・パッケージと同時作業の場合
約10分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

外部ワンセグ・アンテナ
¥9,135 (¥8,700) ［9060 2160 393］
VCA-121

取付作業参考時間： 約10分　ナビゲーション・パッケージと同時作業の場合
約20分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

ワンセグの受信状態をより安定させる外付けTVアンテナです。

VICS / ワンセグ・アンテナ・セット
¥34,335 (¥32,700) ［9060 2167 517］
NVA-VP1(ビーコン機能付 )

取付作業参考時間： 約15分　ナビゲーション・パッケージと同時作業の場合
約30分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合

光、電波ビーコン、FM VICSの渋滞受信機能を追加しました。ワンセグ兼用。

FM VICS / アンテナ・セット
¥15,330 (¥14,600) ［9060 2167 523］
NVA-FV1（ビーコン無）
取付作業参考時間： 約15分　ナビゲーション・パッケージと同時作業の場合

約30分　ナビゲーション装備車両に後付けする場合
FM VICS、ワンセグ兼用のアンテナ・セットです。

ナビゲーション本体はMINI専用ブラケットでセンターメーター右上のダッシュボードへ
取り付けます。
ブラケットは取り外した時でも取り付けたことが目立たない専用設計、
カー・クレードル（PND本体同梱、但し吸盤部分は使いません）の接続部をブラケットへ固定し、
ダッシュボードにしっかりと固定した状態でお使いいただけます。
このため、センター・メーター・カバー内側のダッシュボードとトリム・パネルへの簡単な加工が
必要になりますが、ダッシュボードへ固定する部分はカバーの内側を設定しているので、
ブラケットごと取り外した場合でも目立った外傷が残らない設計です。

MINI Bluetooth®モニター・カメラ・パッケージ
Bluetooth内蔵WVGA 7型タッチ・コントロール・モニター、モニター・インストリング・キット、
リヤビュー・カメラ、カメラ・インストリング・キット、専用インターフェースで構成された
パッケージです。
※ リヤビュー・カメラは1パターンの表示のみです。
また、取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。

¥117,600 (¥112,000) ［9401 0445 224］
アルパイン製 / TME-M740BT、HCE-C105

取付作業参考時間：約200分

MINI Bluetooth®モニター・地上デジタルTVパッケージ
Bluetooth内蔵WVGA 7型タッチ・コントロール・モニター、モニター・インストリング・キット、
4チューナー /4アンテナ /D2端子搭載の地上デジタルTVチューナー、D2ケーブル、
チューナー・インストリング・キット、専用インターフェースで構成されたパッケージです。
¥201,600 (¥192,000) ［9401 0445 225］
アルパイン製 / TME-M740BT、TUE-T310

取付作業参考時間：約180分

別売アクセサリー

MINIナビゲーション・パッケージ（HDD）/ VICSパッケージ
HDDナビゲーション、ナビゲーション・インストリング・キット、FM VICSフイルム・アンテナ、
VICSビーコン受信機で構成されたパッケージです。
¥176,400 (¥168,000) ［9401 0445 271］
アルパイン製 / NVA-HD55S、HCE-T052

取付作業参考時間：約30分　モニター・パッケージと同時装着の場合

フロント /リヤ・トップビュー・カメラ・パッケージ
フロント・トップビュー・カメラ、リヤ・トップビュー・
カメラ、カメラ・インストリング・キットで構成された
パッケージです。
※取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。
¥69,825 (¥66,500) ［9401 0445 273］
アルパイン製 / HCE-C200F、HCE-C200R

取付作業参考時間：約90分　モニター・パッケージと同時装着の場合

フロント・トップビュー・カメラ・パッケージ
フロント・トップビュー・カメラ、カメラ・インストリング・
キットで構成されたパッケージです。
¥37,695 (¥35,900) ［9401 0445 272］
アルパイン製 / HCE-C200F

取付作業参考時間：約60分　モニター・パッケージと同時装着の場合

リヤビュー・カメラ・パッケージ
リヤビュー・カメラ、カメラ・インストリング・キットで
構成されたパッケージです。
※ リヤビュー・カメラは1パターンの表示のみです。
また、取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工が必要です。

¥18,480 (¥17,600) ［9401 0445 274］
アルパイン製 / HCE-C105

取付作業参考時間：約80分　モニター・パッケージと同時装着の場合

※ 各パッケージの詳細につきましては、最寄りのMINI正規ディーラーのアクセサリー・アドバイザー
までお問い合わせください。
※  Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

フロント・トップビュー・カメラ
3パターンの映像切り替えが可能。

Bluetooth内蔵7型WVGAタッチ・コントロール・モニター
※ナビゲーションは別売アクセサリーです。

HDDナビゲーション・システム（VICS FM多重レシーバー内蔵）
※ナビゲーションは別売アクセサリーです。

リヤ・トップビュー・カメラ
4パターンの映像切り替えが可能。

MINIナビゲーション・パッケージ （DVD）
イングリッシュメニュー・ボイス・アシスト・タイプ
¥320,250 (¥305,000)  ［9401 2146 541］
ザナヴィ・インフォマティクス製 / AXF-D8600

取付作業参考時間：約230分

メニュー、ルート・ガイダンス、リモコンを英語対応（地図表示、一部のメニューを除く）し、100箇
所の地点登録や基本的な検索機能のうちの電話番号による検索等をメインにお使いいただくことに
より、日本語が苦手な方のドライブをサポートするナビゲーション・システムです。
構成部品： DVDナビゲーション、プログラムCD-ROM、リモコン・セット、モニター・インストリング・

キット、ナビゲーション本体取り付けキット、ジャンクション・ボックス、インターフェース・
キット、アナログTV/FM-VICS、専用リモコン簡易版説明書をセットしたお買い得なパッケー
ジです。

※ 地図データは英語化されておりません。また、一部メニューでは日本語での入力が必要となる場合
があります。

別売アクセサリー

VICSビーコン・ユニット
¥41,790 (¥39,800) ［9060 0445 220］
取付作業参考時間： 約5分 ナビゲーション・パッケージと同時装着の場合

約30分 ナビゲーション装備車両に後付けする場合

詳細な渋滞情報を取得できます。また、ルート検索やリルート時に渋滞情報が考慮されます。

上下エレベーター機構を採用。モニター・キット取り付け時に、横方向
（3段階）調整およびモニター画面の角度（無段階）調整が可能です。
※ エレベーター機構（上下移動）以外は、モニター固定後の手動調整は
できません。

ナビゲーション本体はトランク・フロア・トリムパネルの下へ専用ブラケット
で吊り下げ、アナログTVチューナー /ジャンクション・ボックスはトランク・
ルーム左のトリムカバーの内側に設置します。
このため、このスペースに他のユニットを装着している場合には、本ナビ
ゲーションを装着できない場合があります。

リヤ・クオーター用フィルムアンテナ
¥28,350 (¥27,000) ［9060 0397 137］
取付作業参考時間：約50分
リヤ・クオーター・ガラスへのアナログTV/VICSアンテナの装着を希望される場合は、
本アンテナをお買い求めください。

リヤビュー・カメラ・システム
¥49,350 (¥47,000) ［9060 0407 110］
取付作業参考時間：約90分

リヤ・バンパー・トリムに一体型ブラケットでコ
ンパクトに取り付け、シフト位置をリバースへ切
り替えると、ナビゲーション・モニター画面がリ
ヤビュー・カメラの映像へ切り替わり、バック・
ミラーやルーム・ミラーに映らない車体のすぐ後
ろをナビゲーションのモニターに表示、駐車場
などでの安全確認をサポートします。
※ 取り付け時にはリヤ・バンパー・トリムに加工
が必要です。

AV

OPEN /
CLOSE

VICS

B A C K

PUSH
ENTER

I N F O

VO I C E

A U T O  M E M O R Y

B I R D V I E W

M A P

I N

T
U

N
E

M E N U

Z O O M
O U T



36 ※上記標記において、太字の表示価格は消費税込みの標準的なメーカー希望小売価格であり、取付工賃および塗装代等は含まれておりません。カッコ内は消費税抜きの価格を記載しています。
※本カタログで使用している写真はヨーロッパ仕様を含むため、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。

37

MUSIC, COMMUNICATIONS & TECHNOLOGY

CDチェンジャー
各¥54,600 (¥52,000)
［9063 9151 148］～2008.9
［9063 9177 118］2008.9～2009.9
［9063 9209 758］2009.9～
 取付作業参考時間： 約45分
取り付けには下記部品が必要です。

トルクス・スクリュー
¥63 (¥60)×2個  ［5145 2756 348］
※ストレージ・パッケージ（SA493）装備車に装着可能です。
※  iPodインターフェース、ナビゲーションと同時に装着する
ことはできません。

MINIリモート・コントロール・キー型
USBメモリー・スティック 8GB

¥5,775 (¥5,500) ［6541 2162 268］

容　量：8GB 
付属品： ネックストラップ（黒）、USBコネクタ保護用キャッ

プ、ギフト仕様の外装箱（黒）

※  PCの状態や設置場所によっては、USBポートへうまく接続
できない場合があります。 

※  USBコネクタは収納できませんので、付属の保護キャップ
をご利用ください。 

AUXケーブル
各¥2,940 (¥2,800)
［6112 2153 330］ケーブル長さ0.3m
［6112 2153 331］ケーブル長さ0.8m

iPod、MP3プレーヤー等のデジタル・オーディオ製品と車両
のAUX IN端子との接続に使用する高音質のケーブルです。

※全ての音楽機器との動作保証はできません。
※運転中にケーブルを接続するのは大変危険ですので、絶対
におやめください。

MINI Bluetooth®ヘッドセット
¥10,710 (¥10,200) ［8464 2163 276］

キーキャップにウイングマークを採用したBluetooth対応携
帯電話専用ヘッドセット、カー・チャージャー（12Vソケット
用）、ソフト・イヤー・プラグ（サイズの違う3種類）、取り扱い
説明書のセットです。
Bluetooth携帯電話との簡単なセットアップでハンズフリー
通話が可能。本体は約8gと軽量で、左右どちらの耳でも着用
が可能、またメガネを着けた状態でもお使いいただけます。
発信は携帯からのダイアル操作で行い、受信とボリューム調
整はボタンによる操作になります。周囲のノイズに応じた音
量調整機能付きで、携帯電話と簡単なペアリング操作*でお
使い頂けます。
＊ 日本仕様の携帯電話とのペアリング手順は、
取扱説明書の内容とは異なる場合がございます。
※Bluetoothは、The Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

ダブル・パワー
¥12,600 (¥12,000) ［9060 0427 839］

車のシガーライター・ソケットからAC電源（ノートパソコン
電源や携帯電話の充電等に利用）とUSB電源（デジタル・オー
ディオへの電源供給等に利用）を取り出すことができます。
保護回路付。
※運転中のご使用は危険ですので絶対に避けてください。
※USB端子はデータ転送、ハブ機能などには利用できません。
※ 使用するUSB機器の仕様によっては電源供給できない場合
があります。

MINI ETC車載器パッケージ
¥18,270 (¥17,400) ［9401 2161 636］
Panasonic製 / CY-ET909D

取付作業参考時間： 約60分
約210分（ MINIナビゲーション パッケー

ジPanasonic製DVDタイプと
ETC車載器パッケージとの同時
取り付けの場合）

•  ETC車載器セットとインストリング・キットで構成されたお
買い得なパッケージです。

• 音声ガイド機能付のアンテナ分離型ETC車載器です。
※  Panasonic社製ナビゲーションとのシステムアップには、

MINIナビゲーション / ETC接続ケーブル
¥3,780 (¥3,600) ［9060 2148 803］が必要です。

※ETC（Electronic Toll Collection）
 　 ETCとは、有料道路の料金所に設置したアンテナと、クル
マに搭載した車載器との無線通信により、料金所で停止す
ることなく支払いを行えるシステムです。

MINI iPod®インターフェース
CDチェンジャー（SA672）およびCDチェンジャー・プリパレー
ション（SA694）非装備車またはローカル・ナビゲーション・
パッケージ装備車
¥51,450 (¥49,000)  ［6541 2160 346］
取付作業参考時間： 約90分

CDチェンジャー（SA672）またはCDチェンジャー・プリパ
レーション（SA694）装備車
¥49,350 (¥47,000)  ［6541 2160 347］
取付作業参考時間： 約60分、

約75分（CDチェンジャー装備車）

MINI iPodインターフェース・キットは、お持ちの iPod®を専
用ケーブルで接続し、カー・オーディオからの操作で、高音質
の音楽を楽しむためのキットです。
•  ジャンル、アーティスト、アルバム、プレイリストから選ん
で再生し、トラックやアーティスト情報はディスプレイに表
示されます。

•  お車の装備によってはマルチ・ファンクション・ステアリン
グ・ホイールから操作が可能です。

•  接続中は iPod内蔵バッテリーの充電を行います。
（※  iPhone 3G以降の iPod touch第二世代、および

iPod nano第四世代以降を除く）

※  CDオート・チェンジャーと同時に接続することはできませ
ん。iPodインターフェースを装着する場合は、CDオート・
チェンジャーの接続を外す必要があります。

※ ストレージ・パッケージ（SA493）装備車は、小物入れが使
用できなくなります。
※  iPod本体はこのキットに含まれておりません。また、一部
機能は使用できません。

※  iPodの機種と発売時期により、別途充電アダプターが必要
な場合があります。

※  iPodは、米国および他の国々で登録された
Apple Computer, Inc. の商標です。

ドライブレコーダー
イクリプス（富士通テン製）DREC3000

タイプ1（シガライターより電源供給）
¥53,340 (¥50,800) ［9401 2164 753］
タイプ2（車両側より電源供給）
¥52,290 (¥49,800) ［9401 2164 754］
取付作業参考時間： 約90分
別売アクセサリー
シガー電源コード
¥1,680 (¥1,600)  ［9060 2158 050］
ビデオ出力コード
¥2,625 (¥2,500)  ［9060 2164 752］
スイッチ・コード
¥1,680 (¥1,600)  ［9060 2158 052］
カメラ部分を独立、本体にSDメモリー・カード・スロットや録
音マイク、操作スイッチを内蔵したセパレート＆コンパクト
設計。万一の事故などに遭遇した場合、その状況をフロント・
ウィンドーに取り付けたカメラと本体内蔵マイクで映像と音
をリアル・タイムに記録。衝撃や加速度の変化を検知し、前後
20秒間のデータとして保存、後々のトラブルや、不利な過失
割合の算定に有効な状況を説明する資料として活用いただけ
ます。

ドライブレコーダーのデータの再生にはパーソナル・コン
ピューターと専用ビューアーを使用します。

ご注意：
※ 本機は衝撃を検知して映像を記録する装置ですが、すべて
の状況において映像を記録することを保証したものではあ
りません。
※ 本機は、事故の検証に役立つことも目的の一つとした製品
ですが、完全な証拠としての効力を保証するものではあり
ません。
※写真はMINIとは異なります。

MINIアップグレード・スピーカー
¥99,750 (¥95,000) ［9064 2147 227］
アルパイン製
※ハイファイ・ラウンド・スピーカー・システム非装備車用
取付作業参考時間：約180分

フロント・スピーカー、リヤ・スピーカー、サウンド・チューニング・シートに専用ブラケット類を同
梱したMINI専用パッケージで最適なサウンド・チューニングを実現。

構成部品
・ フロント・スピーカー　DDL-R17S×2　（ツィーター　DDL-R17S付属）
・ リヤ・スピーカー　DDL-R16C×2　（コアキシャル2 Way）
・ サウンド・チューニング・シート
・ MINI専用インナー・バッフル・ボード （フロント /リヤ・スピーカー用）
・ MINI専用ブラケット（ツィーター用）
・ コード、コネクタ類

※ 本製品は数量限定生産品のため、なくなり次第終了とさせていただきます。
予めご了承ください。
●  ボーカル・レンジにフォーカスしたダイナミックなサウンド
●  MINIの特性を考慮した専用インナー・バッフル・ボードでスピーカーの最適な角度、
方向、剛性を実現

●  サウンド・チューニング・シートで内装材の不要な共振を抑え、よりクリアな音楽再生を実
現（貼付位置を変更、モデル別のチューニング）

●  オリジナル・スピーカーと同様、車両側スピーカー・グリル内に収納されるため、
外観上の変更はありません

MINIアップグレード・スピーカー
¥139,650 (¥133,000) ［9064 2150 014］
Pioneer製
※ハイファイ・ラウンド・スピーカー・システム非装備車用
取付作業参考時間：約210分

フロント・スピーカー（2ヶ所）、ツィーター、リヤ・スピーカーの構成となり、
MINI専用の高度なサウンド・チューニングを実現。

構成部品
• フロント・スピーカー（上）　TS-J10A
• フロント・スピーカー（下）　TS-C07A
• ツィーター　TS-C07A付属
• リヤ・スピーカー　TS-J69A
• MINI専用アタッチメント（フロント・スピーカー用）

※ 本製品は数量限定生産品のため、なくなり次第終了とさせていただきます。
予めご了承ください。

●  MINI専用の高度なサウンド・チューニング。
●  理想の音楽再生を目指し、ウーハーには四軸®構造の｢ハイ・アコースティック・ファイバー
コーン｣スピーカーを採用

●  17cmセパレート2ウェイ・スピーカーに、10cmコアキシャル2ウェイ・スピーカーを組み
合わせた贅沢なスピーカー構成（フロント・スピーカー）

●  MINIの特性を考慮した専用アタッチメントで、スピーカーを最適な角度、方向、剛性で取り
付け

●  MINI専用取り付けキットによりスムーズな取り付け
●  ツィーターは専用のAピラー・カバーで取り付け、純正らしい美しい仕上がり

●  オリジナル・スピーカーと同様、車両側スピーカー・グリル内に収納されるため、
外観上の変更はありません

取り付けには下記部品が必要です。
Aピラー・カバー
各¥4,725 (¥4,500)  ［5143 2756 767］ 左側

［5143 2756 768］ 右側

フロント･スピーカー 

サウンド･チューニング･
シート

MINI専用インナー･バッフル･ボード
（リヤ･スピーカー用）

MINI専用インナー･バッフル･ボード
（フロント･スピーカー用）

MINI専用
ブラケット
（ツィーター用）

リヤ･スピーカー

ツィーター
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ルーフ・ボックス、バイシクル・ホルダー、ラゲージ・ルーム・マットなど、
あなたのライフ・スタイルに合ったラゲージ＆レジャー・アクセサリーをご用意しました。

LUGGAGE & LEISURE
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LUGGAGE & LEISURE

スキー＆スノーボード・ホルダー
¥19,110 (¥18,200) ［8272 0420 683］

積載例： 上段にストック4組と下段にスキー4組
上段にスノーボード2枚とストック2組、下段にスキー
2組

※ ビンディングの付いていないスキーやスノーボードはこのス
キー＆スノーボード・ホルダーでは積載することができません。
※ 積載許容数は、スキーやスノーボードの幅、使用している
ビンディングにより異なります。
重量：約5.0kg

※デザインは写真と異なる場合があります。

サーフボード・ホルダー
¥12,600 (¥12,000) 8272 9402 896

対衝撃性の高いプラスチック製のボード・サポートと、
インテグレーテッド・マスト・キャリア、ストラップ付。
• 重量：約1.4kg

バイシクル・リフト
¥37,800 (¥36,000) ［8211 9404 098］

ガス・スプリングの力で簡単に自転車の積み降ろしが可能です。
※ 自転車の積載をしない場合は安全のため車両から取り外し
てください。

ラゲージ・バスケット
¥68,250 (¥65,000) 8212 0442 358

厳しい品質、安全性への要求をクリアした、洗練された使い
やすいデザインです。
• 盗難防止ロック機構付き
• 高い耐久力のアルミニウムと強化プラスチック製
• サイズ：約84×122×130（cm）
• 重　量：約10kg
• 最大許容荷重：約100kg（含ベース・サポート）

取り付けには下記部品が必要です。
固定用ストラップ
¥3,360 (¥3,200) 8212 9413 113

ラゲージ・バスケットの荷物を固定したり、大きな荷物を運ぶ
際に利用できる2本セットのストラップです。

ツーリング・バイシクル・ホルダー
¥14,700 (¥14,000) ［8272 0151 302］

フレームの直径約80mmまでの自転車をロックして運ぶこと
ができます。

ベース・サポート
¥29,400 (¥28,000) ［8271 2149 225］
取付作業参考時間：約60分
重量：約6.0kg

取り付けには下記部品が必要です。
また、記載以外に追加で部品が必要になる場合があります。
プロテクション・フォイル
¥189 (¥180)  ［5171 7111 215］
さまざまなアタッチメントを取り付けるためのベースとなり
ます。カバー・キャップを開けてルーフ・レールの4箇所に
クロス・バーを固定し、クランプでロックします。クロス・
バーは高強度のアルミニウム・パイプ製で安定性と耐ショック
製に優れています。ルーフに載せられる荷物の重量は約75kg
（ベース・サポートの重量および積載するアタッチメントも含
んだ重量 )までです。

ルーフ・ボックス
¥48,300 (¥46,000) ［8273 0140 766］

空気抵抗を軽減する洗練されたデザインの
多目的ラゲージ ボックスです。
ロック機構付。
ボックス重量 ：約16kg
サイズ ：約1,900×630×360mm
許容積載容量 ：約350リットル

ユニバーサル・ホルダー
¥7,980 (¥7,600) ［8272 0142 278］

2本のストラップにレイアウト・フリーの固定用クリップが
4個付いており、大きくかさばる荷物でもルーフにしっかり
固定して運ぶことができます。

ラゲージ・ネット
フロア用
¥7,875 (¥7,500) ［5147 2754 568］

サイド用 (写真は非掲載 )
¥6,573 (¥6,260) ［5147 2754 569］
※トレイ・パッケージ装備車のみ

ラゲージ・ルームの荷物などを固定するためのネットです。
フロア用とサイド用をご用意。

リヤ・バンパー・シル・プロテクション
※エアロ・ダイナミック・パッケージ装備車を除く
各¥5,145 (¥4,900)  ［5114 0418 311］ブラック

［5114 0418 312］クリア
取付作業参考時間：約30分

荷物の出し入れなどで起こりうるダメージからバンパーを保護
します。色は透明またはブラック（写真はブラック、クリアは
非掲載 )。

ラゲージ・カバー
¥25,200 (¥24,000) ［5147 0140 121］

ラゲージ・ルーム全体を汚れや破損から保護します。
取り付け、取り外しも簡単です。
耐水性合成皮革製。

ユニバーサル・リヤ・シート・カバー
¥30,450 (¥29,000) ［5230 0415 606］

特別な荷物やペットなどを載せる際、汚れや傷から後部座席
を守ります。
※ 本リヤ・シート・カバーはスポーツ・シート (SA481)装備車
用です。スタンダード・シート装備車は、フロント・シート
裏に本シート・カバーを取り付けできません。

ラゲージ・コンパートメント・トレイ
¥33,495 (¥31,900) ［5147 0415 025］

ラゲージ・ルームにピッタリと収まります。
仕切り2枚とリバーシブル・カバー (ユニオン・ジャック・
カバーと滑り止め加工済みカバー )付。
ラゲージ・トレーのカバーを閉じてリヤ・シートを折りたため
ば、さらにその上に荷物が載せられます。
耐酸加工および破損時の飛散防止加工済み。

ラゲージ・コンパートメント・ボックス "ラージ"
¥9,660 (¥9,200)  ［5195 0300 326］

440×230×220mm（L/W/H）
¥13,650 (¥13,000)  ［5147 2757 343］

430×400×240mm（L/W/H）

ラゲージ・コンパートメント・ボックス "スモール"
（写真は非掲載）
¥5,775 (¥5,500)  ［5195 0403 509］

325×285×130mm（L/W/H）
簡単に組み立てることができ、様々な用途に利用可能なボックス
です。マジック・テープを使用しているので、簡単に組み立てるこ
とができ、ラージでもスモールでもラゲージ・ルームに2つ並べて
収まります。両サイズとも色はブラック。MINIロゴマーク入り。

エレクトリック・クーリング・バッグ
¥27,300 (¥26,000) ［8229 0432 493］

内容物を周囲の温度より約25℃低く保ちます。
容量は12リットルです。フロンガスは使用していません。
電源ソケットに接続して使用します。
コードの長さ：約1.6m

※デザインは予告なく変更になる場合があります。
※ エンジン停止後はバッテリーの消耗防止のため、
電源ソケットから必ず外してください。

ラバー・ラゲージ・ルーム・マット "MINI"

¥6,510 (¥6,200) ［5147 0415 024］

ラバー・ラゲージ・ルーム・マット "Cooper S"

¥7,035 (¥6,700) ［5147 0418 666］

ラゲージ・ルームにぴったりフィットし、汚れや湿気を
防ぎます。
色はカーボン・ブラック。MINIロゴ・マークまたは
Cooper Sのレタリング入り。

※ ベース・サポートをご使用になる際の注意
お使いになるホルダーや積載するアイテムによっては、ルーフ・アンテナの取り外しが必要になる場合があります。
また、ベース・サポートを取り付けた状態で洗車機を使用しないでください。
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LUGGAGE & LEISURE

アンチ・スリップ・マット
¥5,460 (¥5,200) ［5147 0427 483］

荷物が滑るのを防ぐマットです。
ラゲージ・ルームにぴったりフィットするようになっています。
※フラット・フロアー（SA4UL）装備車もお使いいただけます。

ラゲージ・カーペット・マット・セット
"シャギー・チェック"

ブラック / イエロー
¥13,650 (¥13,000) ［9054 0429 885］ 

荷物の積載時などにバンパーを傷から守るカバー付。
同じデザインのフロア・マット・セットもご用意しております
ので、組み合わせてご活用ください。

ラゲージ・カーペット・マット・セット
"シャギー・チェック"

ブラック / グレー
¥13,650 (¥13,000) ［9054 0429 884］

荷物の積載時などにバンパーを傷から守るカバー付。
同じデザインのフロア・マット・セットもご用意しております
ので、組み合わせてご活用ください。

ラゲージ・カーペット・マット・セット
"シャギー・チェック"

ブラック / レッド
¥13,650 (¥13,000) ［9054 0429 883］

荷物の積載時などにバンパーを傷から守るカバー付。
同じデザインのフロア・マット・セットもご用意しております
ので、組み合わせてご活用ください。

ラゲージ・カーペット・マット・セット
"シャギー・クラシカル・モダン"

ブラック /グレー
¥13,650 (¥13,000) ［9054 2160 161］

荷物の積載時などにバンパーを傷から守るカバー付。
同じデザインのフロア・マット・セットもご用意しております
ので、組み合わせてご活用ください。

ラゲージ・カーペット・マット・セット
"シャギー・クラシカル・モダン"

ブラック /レッド
¥13,650 (¥13,000) ［9054 2160 165］

荷物の積載時などにバンパーを傷から守るカバー付。
同じデザインのフロア・マット・セットもご用意しております
ので、組み合わせてご活用ください。

ラゲージ・カーペット・マット・セット
"サキソニー・スポーツ"

ブラック
¥13,650 (¥13,000) ［9054 0429 882］

荷物の積載時などにバンパーを傷から守るカバー付。
同じデザインのフロア・マット・セットもご用意しております
ので、組み合わせてご活用ください。


