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新型 MINI コンバーチブルを発表。 
 プレミアム・スモール・コンパクト・セグメントにおける最新世代のオープン・モデル

が誕生。 

 コンパクトでありながら大人 4 名乗車可能で、フル･オープンによる爽快なドライビング

を提供。 

 MINI のハイ･パフォーマンス･モデル MINI John Cooper Works Convertible 含む 3 バリエー

ションを設定。 

 MINI を好みによって一層上質な仕上げにする MINI Yours デザイン･プログラムを、MINI

コンバーチブルから導入を開始。 

 

ビー・エム・ダブリュー株式会社（代表取締役社長: ペーター・クロンシュナーブル）は、プ

レミアム・スモール・コンパクト・セグメントにおける最新世代のオープン・モデルとなる「新

型 MINI コンバーチブル」を、本日、全国の MINI 正規ディーラーにおいて販売を開始すると発

表した。納車は、本年 3 月末からを予定している。（MINI John Cooper Works Convertible（ジョ

ン･クーパー・ワークス・コンバーチブル）の納車は本年 5 月末からを予定している。） 

 

 

メーカー希望小売価格（8%消費税込） 

モデル名 エンジン 
トランス 

ミッション 
価格 

MINI Cooper Convertible 
1.5L / 直列 3 気筒 

MINI ツインパワー・ターボ 
6 速 AT ¥ 3,420,000 

MINI Cooper S Convertible 
2.0L / 直列 4 気筒 

MINI ツインパワー・ターボ 
6 速 AT ¥ 3,970,000 

MINI John Cooper Works 
Convertible 

2.0L / 直列 4 気筒 

MINI ツインパワー・ターボ 
6 速 AT ¥ 4,830,000 

 上記のメーカー希望小売価格は、付属品価格、税金（消費税を除く）、保険料、登録に伴う諸費用を含まない車両本体価格で
す。また｢自動車リサイクル法｣に基づく､リサイクル料金が別途必要となります。 

 右ハンドル仕様。 

 

 

MINI コンバーチブルは、2004 年に第一世代、2009 年に第二世代が誕生し、今回の新型 MINI

コンバーチブルは、第三世代として全てを一新させて誕生している。電動ソフト・トップを開

ければ、陽の光や風を感じられる心地良いオープン･エア･ドライビングを、電動ソフト・トッ

プを閉じても見劣りしないエクステリア･デザインと共に、MINI らしいスポーティな走りを堪

能できるモデルである。 

MINI 
CORPORATE COMMUNICATIONS 



新型 MINI コンバーチブルは、2014 年春に発表の MINI 3 ドアをベースにした、プレミアム・ス

モール・コンパクト・セグメントにおける最新世代のオープン・モデルであり、大人 4 名が乗

車して爽快なドライビングを提供する。また、視認性および操作性の高いナビゲーション・シ

ステム、歩行者検知機能付前車接近警告、衝突被害軽減ブレーキ（自動ブレーキ）、アクティ

ブ・クルーズ・コントロール、ヘッドアップ・ディスプレイ等、現代のプレミアム・スモール・

コンパクト・セグメントに相応しい数々の先進技術を採用している。また、燃料消費を最小限

に収めるべく、新開発の高効率ターボ・エンジンを採用、エアロ・ダイナミクスの最適化をは

かり、MINI Cooper Convertible においては、燃料消費率 16.7km/L を実現*し、「平成 27 年度燃

費基準」および「平成 17 年排出ガス基準 75%低減レベル（★★★★低排出ガス車）」を達成、

エコカー減税対象モデルとなり、自動車取得税が 20%減税、重量税が 25%減税になる。 
*: MINI Cooper S Convertible の燃料消費率: 16.3km/L 

 

 

電動ソフト・トップ 

新型 MINI コンバーチブルに採用の電動ソフト・トップは、時速 30km/h までの走行中に開閉可

能であり、走行中に突然の天候の変化が生じた際等に、車両を停止させることなく開閉するこ

とが可能である。また、スライディング・ルーフ機能も装備していることにより、気軽に開放

感を得ることも可能である。さらに、新型 MINI コンバーチブルの電動ソフト・トップには、

従来 MINI 3 ドアや MINI 5 ドアのルーフへ貼付可能であったユニオン・ジャック模様を、ソフ

ト･トップの生地に織り込むことが可能になり、より高級に、より個性的にすることができる。 

 

 

デザインおよび機能性 

エクステリア・デザインにおいては、MINI のデザイン・アイコンである丸型ヘッドライト、六

角形のフロント・グリル、独特のキャビン･デザイン、前後の短いオーバーハング等の採用によ

り、MINI デザイン・アイコンを維持しながら、現代的に仕上げている。電動ソフト・トップを

開けても閉めても、MINI らしいエクステリア･デザインを演出する。万が一の車両横転時に展

開する事で後席乗員を保護するロールオーバー・プロテクション・システムは、新型モデルに

おいては、よりボディ・デザインに溶け込ませていることにより、モダンでスタイリッシュな

印象を与えている。さらに、MINI コンバーチブル専用の外装色となるカリビアン・アクアを設

定し、ボディ・カラーからも爽快感を表現している。 

インテリア･デザインにおいては、円形のデザイン・エレメントやトグル・スイッチといった

MINI のデザイン・アイコンを採用し、品質感の高い現代的な仕上げにより高級感を演出してい

る。さらに、オープン・モデルをさらにエレガントにする MINI コンバーチブル専用のレザー・

チェスター モルト・ブラウンを装備することも可能である。後席空間は先代モデルに比べ、横

方向に約 30mm、前席との足元スペースを約 40mm も拡大させ、快適性を高めている。 

トランク容量は先代モデルに比べ約 40 リットル拡大、あわせて、スルー・ローディング・シ

ステムの開口部も拡大する事により、機能性を向上させている。 

 



ドライビング・パフォーマンス 

最新の MINI ツインパワー・ターボ・エンジンを、全モデルに採用している。可変バルブ制御

システム、ダイレクト・インジェクション、ターボ・チャージャーを組み合わせた MINI ツイ

ンパワー・ターボ・テクノロジーの採用により、スムーズで力強い走りと、低燃費を実現して

いる。MINI Cooper Covertible には、最高出力 136PS（100kw）、最大トルク 220Nm を発生する

1.5 リッター直列 3 気筒エンジンが搭載され、MINI Cooper S Convertible には、最高出力 192PS

（141kw）、最大トルク 280Nm を発生する 2.0 リッター直列 4 気筒エンジンが搭載される。 

サスペンションには、リアにマルチリンク式サスペンションを採用しており、MINI の伝統的な

走りの特徴である MINI らしいゴーカート・フィーリングを、オープン・モデル特有の爽快感

と共に、堪能することができる。 

 

 

MINI John Cooper Works Convertible 

MINI John Cooper Works Convertible は、レーシング・スピリットを引き継いだ走りを特徴とす

る MINI のハイ・パフォーマンス・モデルであり、MINI コンバーチブルによるオープン・エア・

ドライブを、さらに刺激的にするモデルである。新開発の 2 リッター4 気筒エンジンは、バル

ブトロニック、高精度ダイレクト・インジェクション、MINI ツインパワー・ターボ・テクノロ

ジー等の技術により、エンジンのパフォーマンスを MINI 史上最強に高め、最高出力

170kW(231PS)/5,200rpm*、最大トルク 320Nm/1,250-4,800rpm*を実現している。さらに、コーナ

リング時のトラクションとハンドリング性能を向上させるエレクトロニック・ディファレンシ

ャル・ロック・コントロール（EDLC）、パフォーマンス・コントロールを備えたダイナミック・

スタビリティ・コントロール（DSC）を標準装備し、ドライビング･パフォーマンスを最高レベ

ルに高めている。 

エクステリア・デザインにおいては、John Cooper Works 専用デザインのエアロ・ダイナミック・

キットを標準装備することにより、精悍さを増している。アロイ・ホイールは John Cooper Works

専用デザインの 17 インチ・ホイールが標準装備され、専用デザインの 18 インチ・アロイ・ホ

イールもオプションで装着可能である。 

インテリア・デザインにおいては、赤のステッチが入った John Cooper Works 専用パドルシフト

付ステアリング・ホイール、シートはレザー/ダイナミカ John Cooper Works スポーツ・シート、

ヘッドレストを採用し、レーシング・スピリットを彷彿とさせている。 
*: ヨーロッパ仕様値となります。 

 

 

MINI Yours デザイン・プログラム 

MINI Yours（ユアーズ）デザイン・プログラムは、選び抜かれた素材、ディテールにこだわっ

た洗練されたデザインにより、MINI を一層上質な仕上げにする、全く新しいオプション・プロ

グラムである。この MINI Yours デザイン・プログラムを MINI コンバーチブルより導入し、順

次、他のモデルへも展開する予定である。MINI Yours デザイン・プログラムの装備品は、一品

ずつ選択可能であり、従来のオプション装備品と組み合わせる事が可能である。また同時に、



それらがあらかじめ組み合わされたパッケージ・オプション「MINI Yours Package」も設定され

る。ユニオン・ジャックをソフト・トップで再現するオプションは MINI Yours デザイン・プロ

グラムの一部であり、ソフト・トップにヘリボーン柄を織り込むという、こだわりの製法で作

られている。その他にも、カフス・ボタンを連想させるバッジやエンボス加工されたレザーに

よるエンブレムなどを採用したレザー・シート、本物の材質にこだわったファイバー・アロイ

（本アルミ）とダーク・コットンウッド（本木目）、手に吸い付くような滑らかなレザーを使

ったスポーツ・ステアリング・ホイール、クロノグラフをイメージした 2 トーン・ペイントの

アロイ・ホイール等が、MINI Yours デザイン・プログラムとして用意される。 

 

MINI YOURS PACKAGE:   328,000 円（MINI Cooper S Convertible 用） 

 18 インチ アロイ・ホイール MINI Yours バニティ・スポーク 2 トーン 

 MINI Yours スポーツ・レザー・ステアリング 

 マルチファンクション・ステアリング 

 クルーズ・コントロール 

 MINI Yours インテリア・スタイル ファイバー・アロイ 

 MINI Yours ソフト・トップ 

 クローム・ライン・インテリア 

 レザー チェスター モルト・ブラウン 

 

 

主要装備品 

数々の最先端技術を、MINI コンバーチブルでは多く採用*している。 
*: 一部はオプション装備品です。 

 

 歩行者検知機能付前車接近警告 

前走車との距離が縮まるなどして 衝突の危険が高まると、システムが警告を発するととも

に、ドライバーがブレーキ操作を行った際に大きな減速力が得られるようスタンバイする。

前方の歩行者についても、システムは作動する。 

 

 衝突被害軽減ブレーキ 

万が一の衝突時の被害を軽減することを目的とし、衝突が不可避と判断された場合、シス

テムが自動でブレーキをかけ、車両を減速させる。 

 

 アクティブ・クルーズ・コントロール 

クルーズ・コントロールを使用中、前走車が減速した場合に自車の速度を自動的に調節し、

適切な車間距離を保つことが可能となる。 

 

 ヘッドアップ・ディスプレイ 

ドライバーが運転操作に集中できるよう、必要な情報を視界内の見やすい位置に表示する



システム。表示される情報は、車速、ナビゲーション・システムの案内、オーディオに関

するもの等が含まれ、電動でダッシュボード上に上昇する透明のプレートに映し出される。 

 

 ナビゲーション・システム 

HDD ナビゲーション・システムによる詳細な地図が、視認性に優れた 8.8 インチ・ワイド・

ディスプレイに表示される。操作用の MINI コントローラーにはタッチ・パッドが装備され、

地図のスクロール、拡大や縮小、文字の入力を指で操作することが可能である。 

 

 パーキング・アシスト 

システムが駐車可能なスペースを自動で検知し、駐車のサポートを行なう。ステアリング

操作はシステムが自動で行ない、ドライバーは画面の指示に従い、アクセルおよびブレー

キ操作とギアの選択操作を行なう。 

 

 MINI ロゴ・プロジェクション 

ドライバー側ドア・ミラー内蔵の LED より MINI のロゴを地面に照射することで、MINI に

乗り込む際のドライバーの高揚感を醸成する。 

 

 

MINI コンバーチブルの主な標準装備品 

 LED ヘッドライト 

 LED フロント・フォグ・ランプ 

 LED テール・ライト 

 リア・フォグ・ランプ 

 ホワイト・ターン・シグナル・ライト 

 クローム・ドア・ハンドル 

 クローム・ラジエーター・グリル・フレーム 

 クローム・ウィンドー・ライン 

 電動調節式&電動可倒式ドア・ミラー（ヒーター内蔵） 

 リモート・コントロール・キー 

 電動ソフト・トップ（ブラック） 

 スポーツ・レザー・ステアリング（3 本スポーク） 

 2 ゾーン・オートマチック・エア・コンディショナー 

 USB/AUX IN（外部入力）端子 

 オンボード・コンピューター 

 エンジン・オート・スタート／ストップ機能 

 サーボトロニック 

 DSC（ダイナミック・スタビリティ・コントロール） 

 ABS（アンチロック・ブレーキ・システム） 

 ダイナミック・ブレーキ・ライト 



 ハイマウント・ストップ・ライト

 6 エアバッグ

 4 輪ディスク・ブレーキ（フロント・ベンチレーテッド）

 イモビライザー

 タイヤ空気圧警告システム

 ロールオーバー･プロテクション

 PDC（パーク・ディスタンス・コントロール）リア

MINI John Cooper Works Convertible の主な標準装備品 

 John Cooper Works エアロ・ダイナミック・キット

 17 インチ John Cooper Works トラック・スポーク シルバー・アロイ・ホイール

 スポーツ･オートマチック･トランスミッション（パドル･スイッチ付き）

 John Cooper Works スポーツ・シート（ダイナミカ/レザー カーボン・ブラック）

 John Cooper Works レザー･ステアリング（3 本スポーク）

 マルチファンクション・ステアリング・ホイール

 クルーズ・コントロール

 MINI ドライビング・モード

 レイン・センサー（自動ドライビング・ライト付き）

 ライト・パッケージ

 ヘッドアップ・ディスプレイ

 スポーツ・サスペンション

John Cooper Works について 

John Cooper Works とは、1960 年代にモータースポーツ界を席巻したジョン・クーパーという

人物の名前から取ったものである。ジョン・クーパーは、1960 年代にクラシック Mini を素材

にしたレーシング活動に関わり、チューニングされた Mini でモンテカルロ・ラリーを 3 度も制

するという偉業を成し遂げた人物である。現在、BMW グループはジョン・クーパーの息子で

あるマイク・クーパーを MINI John Cooper Works ブランドのコンサルタントという立場で招聘

している。 

この件に関する読者および視聴者からのお問い合わせ先は、 
MINI カスタマー・インタラクション・センター： 
フリーダイヤル 0120-3298-14 を掲載ください。

受付時間：平日 9:00-19:00 
  土日祝 9:00-18:00 

MINI インターネット・ウェブサイト： http://www.mini.jp 

http://www.mini.jp/

