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M I N I の日本仕様及び価格を発表、先行予約開始  
新たな販売ネットワークを通じ、来春より販売  
 
ビー・エム・ダブリュー株式会社（本社：千葉市美浜区中瀬 1-10-2 、会長：マンフレート・

エルムリッヒ）では、第 35 回東京モーターショーにおいて、「プレミアム スモールカー」と

いう新たなセグメントを創出する FF（前輪駆動）小型車、MINI One と MINI Cooper を発表し

ます。MINI は、今回同時に発表する全国の MINI 正規ディーラー ネットワークを通じて、来

春より販売されます。これに先立ち、１０月２７日より、ホームページ（ http://www.mini.ne.jp）
及びフリーダイヤル（MINIコール：0120-56-5532）にて、先行予約を受け付けます。 

希望小売価格は、MINI One のマニュアル トランスミッション(MT)搭載モデルが 1,950,000 円、

CVTオートマチック トランスミッション搭載モデルが 2,050,000 円、MINI Cooper は MT 搭載

モデルが 2,250,000 円、CVT 搭載モデルが 2,350,000 円（いずれも車両本体価格のみ、消費税

／諸費用含まず）です。 

MINI は、1959 年に世界初のエンジン横置き FF 車として誕生した先代 Mini の遺伝子に、BMW
ならではの最先端技術を融合させ、BMWグループが満を持して市場に出す FF スモールカーで

す。小型車に真の高級車のカテゴリーをもたらすプレミアム スモールカーMINI は、すでに英

国では 7 月、ドイツでは 9 月より販売が開始されており、販売開始と同時に大人気を博してい

ます。 

 

■新しいブランド「MINI」の新しい販売ネットワーク 
MINI は、英国オックスフォード近郊にある BMWグループの工場で、BMWグループの厳格な

品質基準に基づいて製造されます。しかしながら、「MINI」ブランドは、BMWグループであり

ながらも、「BMW」ブランドから独立した新たな国際的ブランドとして展開され、ブランド･

コミュニケーション、店舗の CI、販売手法等にも、すべて新コンセプトが導入されます。 

これに基づき、BMWジャパンに於いても、MINI の日本市場導入にあたり新規に販売ネットワー

クを構築いたします。現在すでに 58 社と契約済みで最終的には 62 社を計画しています。MINI
の販売拠点名は、全国統一で「MINI+地域名」で展開されます。ネットワークの詳細は添付の

表をご参照ください。 
 

■エキサイティングな新ブランド「MINI」のコア･バリュー 
「MINI」は、｢情熱（Extrovert）｣、｢シック（Chic）｣「皆の憧れ（Integrative）」という 3 つの

コンセプトに支えられ、自由でエキサイティングなブランドとして誕生しました。このコンセ

プトは、クルマ造りから広告、店舗設計、販売手法に至るまで、一貫して反映されています。 
 

■ユニークで斬新なキャラクター、「MINI」の特徴 
デザイン、技術、安全性、快適性など、MINI を形作るものは、全てプレミアム セグメントに

属するものでありながら、大変魅力的な価格で提供されます。MINI は、大人 4 人が快適に乗

れる 4 シーターとして、新世紀の小型車ユーザーの求める実用性や安全性、動力性能への要

求や期待を充分に満たすべく設計されていますが、一方で極めて個性的でもあります。MINI
は、ステイタス シンボルとなるようなクルマとは、一線を画しているのです。MINI は、国境、



世代、社会的地位や職業を超えてアピールするようにデザインされています。 

 

■誰もが知っている、独特なエクステリア デザイン 
MINI のスタイルは、決して他のクルマとは見間違えることのない伝統のデザインとエレガント

なラインが特徴です。ボンネットの形状や大型の丸型ヘッドライト、極端に切りつめられた

ショートテール、鋭くそそり立つサイドセクション、機能的なテールランプといったデザイン

要素が、先代Mini の遺伝子を感じさせながらも、現代の高級車に求められる能動的及び受動的

安全性と快適性も両立されています。 

BMW グループによる開発の第一歩から、このクルマのためだけにデザイン ワークが始まり、

そのスタイルや盛り込まれる技術は、オリジナリティにあふれる本格的なものとなりました。

もちろん先代 Mini の機敏な走りを支えてきたロング ホィールベース、低重心というスタイリ

ングにもこだわって、開発が行われました。 

ボディ各部のカラーにもこだわりが見られ、MINI Cooper では、ルーフとドア ミラーのコー

ディネートは、ホワイトまたはブラック塗装。ルーフがボディと同色である場合は、ドア ミラー

はブラックになります。MINI One では、ルーフはボディと同色で、ラジエター グリル内側の

フィン、テールゲート ハンドル、ラジオ アンテナ、ドア ミラー ハウジングはブラックとな

り、ボディ スタイルにアクセント を与えています。 

 

■エキサイティングな走りを実現する革新的なテクノロジー 
MINI には、そのスタイリング同様エキサイティングな走りを実現するため、最先端技術が盛り

込まれました。まずボディ構造は、仮想衝突シミュレーションなどの最新の開発技術を活用す

ることで、同クラスの競合車に比べて 2～3 倍ものボディ剛性を確保するという、小型車とし

ては異例の高水準を達成しました。 

サスペンションも、BMW グループならではの妥協のない設計がなされています。例えば、マ

ルチリンク式リア サスペンションは BMW3 シリーズの Z アクスルをベースとして、MINI 専用

に新開発されたものですが、これにより、卓越したロードホールディングを実現すると同時に、

スペース効率をあげ、広いトランクルームを生み出しています。 

フロント アクスルには、軽量化とスペース効率に優れたマクファーソン ストラットを採用し

ています。通常は大型の前輪駆動車にしか見られない等長ドライブ シャフトを採用し、コーナ

リング時や加速時、制動時でのトルク ステアの発生を抑えることに成功し、自然なドライブ  
フィーリングを実現しています。 

さらに、四輪全てに大径ディスクブレーキ（フロント：ベンチレーテッド）を装備し、CBC（コー

ナリング ブレーキ コントロール）と EBD（エレクトロニック ブレーキフォース ディストリ

ビューション）が組み込まれた 4 センサー式 ABS が標準装備されており、傑出したブレーキ性

能を発揮します。 

ASC+T（オートマチック スタビリティ コントロール＋トラクション コントロール）も標準で

装備されます。 

 

■俊敏な 4 気筒「ペンタゴン」エンジンを搭載 
MINI One 及び MINI Cooper には、1.6 リットル 4 気筒 16 バルブの「ペンタゴン」エンジンが

搭載されています。このエンジンは BMW とクライスラーとの共同開発によって生まれたもの



で、MINI One は最高出力 66 kW / 90 ps を発生、最高速度 185 km/h、0－100km/h 加速 10.9
秒、燃費は 6.5 リットル/100 km となります。MINI Cooper の場合、最高出力 85 kW / 115ps
を発生、0 -100 km/h 加速 9.2 秒、最高速度は 200km/h に達します。EU 基準に基づく燃費は

6.7 リットル/100 km となっています。 

MINI には小型車クラスとしては異例の大容量燃料タンク（50 リットル）が装備されているた

め、長距離ドライブにも不足はありません。 

 

■クラス随一の安全性能 
新型 MINI の能動的及び受動的安全性は、従来の小型車クラスの常識を凌駕するものです。先

進のクラッシャブルゾーンを備えた高剛性のパッセンジャー セルには、このクラスで唯一のイ

ンテリジェント  フロント  エアバッグ、フロント  サイド  エアバッグ、ヘッド エアバッグ

（AHPS 2＝アドバンスド ヘッド プロテクション システム）の６つのエアバッグが標準装備

され、トップ クラスの乗員保護性能を確保します。ドライバーと助手席乗員は、フロント エ
アバッグとシートに内蔵されたサイド エアバッグで保護され、さらにヘッドエアバッグが、側

面衝突時の頭部への衝撃から、前席および後席乗員を最大限に保護します。 

後席には ISO FIXチャイルドシート用マウントが標準装備されています。 

さらに、このクラスでは例を見ないもうひとつの受動的安全機能として、タイヤ空気圧警告灯

が標準装備され、オプションの 16 インチ及び 17 インチ ホィールには、ランフラットタイヤ

が装着されます。 

 

MINI One および MINI Cooper の主要諸元については、添付の資料をご参照ください。 

 

 

 
 
 
 
 

この件に関する報道関係者のお問い合わせは： 
BMW Japan Corp.  広報室：043-297-8303（製品広報） 

 

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コールセンター：フリーダイヤル 0120-56-5532 をご掲載ください。 

受付時間：土曜、日曜、祭日を除く 9：00－17：00 
MINIインターネットホームページ： http://www.mini.ne.jp 



主要諸元 
M I N I  O n e  /  M I N I  C o o p e r   

寸法・重量

1,040 1,065 1,050 1,075

エンジン

トランスミッション

5速マニュアル CVT 5速マニュアル CVT

  ギア比　　 １速  3.417 - 3.417 -

２速  1.947 - 1.947 -

３速  1.333 - 1.333 -

４速  1.054 - 1.054 -

５速  0.846 - 0.846 -

後退  3.580 2.68 3.58 2.68

最終減速比  3.556 4.1 3.940 4.1

ブレーキ

ステアリング

タイア /ホィール

（メーカー公表値）

MINI CooperMINI One

175/65 Ｒ15

5.5J x 15

2系統、真空倍力式、ABS
ベンチレーテッド・ディスク

ディスク

ラック＆ピニオン式、パワー・ステアリング

マクファーソン・ストラット

マルチ・リンク

1,466

50

4

150

直列4気筒16バルブ

　全長(mm)
　全幅(mm)
　全高(mm)

1,458

　ホイールベース(mm)
　トレッド、フロント(mm)

2,467

1,416 1,408

3,626

　トレッド、リア(mm)
　トランク容量(リッター)

　最高出力(kW{ps}/rpm)
　最大トルク(Nm{kgm}/rpm)

　燃料タンク容量(リッター

　乗車定員(名)
　車両重量(kg)

　形式

　総排気量(cc)
　ボア×ストローク(mm)

　リア

　圧縮比

　燃料供給装置

　使用燃料

　形式

　フロント

サスペンション

　タイア

　ホィール

　形式

　フロント

　リア

　形式

1,688

85(115)/6,000

149(15.2)/4,500

無鉛プレミアム･ガソリン

10.6
電子制御燃料噴射

66(90)/5,500

140(14.3)/3,000

1,598

85.8 ｘ 77

 

 
 



2 0 0 1 年 1 0 月 1 8 日現在  
M I N I 正規ディーラー  ネットワーク  
BMW ジャパンは、MINI の日本市場導入にあたり、新規に販売ネットワークを構築いたします。

現在、既に 58 社（68 拠点）と契約済みで、最終的には 62 社を計画しています。 

都道府県 市区郡 拠点名 法人名 

札幌市 MINI Sapporo ㈱モトーレン札幌 北海道 

函館市 MINI Hakodate ㈱モトーレン函館 

宮城 仙台市 MINI Sendai 東北三菱自動車販売㈱ 

福島 郡山市 MINI Koriyama 常磐交通自動車㈱ 

岩手 盛岡市 MINI Morioka ㈱イースタンモータース 

秋田 秋田市 MINI Akita アール・ジェイ秋田販売㈱ 

青森 弘前市 MIINI Aomori アール・ジェイ青森販売㈱ 

山形 山形市 MINI Yamagata モトーレンヤマガタ㈱ 

新潟 新潟市 MINI Niigata モトーレンニイガタ㈱ 

長野 松本市 MINI Matsumoto ㈱エーワンオートイワセ 

茨城 ひたちなか市 MINI Mito ㈱モトーレン水戸 

群馬 伊勢崎市 MINI Isesaki ㈲アイ・エム・シー 

栃木 宇都宮市 MINI Utsunomiya ㈱エースモータース 

山梨 甲府市 MINI Kofu ㈱ユー・ファイブ 

町田市 MINI Tomei-Yokohama 

港区 MINI Aoyama 

ビー・エム・ダブリュー東京㈱ 

品川区 MINI Shinagawa 東邦モーターズ㈱ 

足立区 MINI Adachi ㈱モトーレントーマツ 

西東京市 MINI Nishi-Tokyo ㈱モトーレン東都 

東京 

八王子市 MINI Hachioji ㈱村内外車センター 

藤沢市 MINI Shonan-Fujisawa ティーエーケー㈱ 

横浜市磯子区 MINI Yokohama-Isogo ㈱ワイジェーシー 

横浜市都筑区 MINI Yokohama-Kohoku ニコル・カーズ㈱ 

神奈川 

厚木市 MINI Atsugi ㈱エー・エル・シー 

市川市 MINI Ichikawa 千葉 

柏市 MINI Kashiwa 

㈱ナカミツオート 

上尾市 MINI Omiya ビィアールシィ㈱ 

蕨市 MINI Urawa 

埼玉 

川越市 MINI Kawagoe 

セントラル自動車技研㈱ 

静岡市 MINI Shizuoka 静岡 

浜松市 MINI Hamamatsu 

㈱エー・エル・シー 

一宮市 MINI Ichinomiya ㈱サン・モトーレン 

名古屋市昭和区 MINI Yagoto ㈱モトーレン名古屋東 

名古屋市名東区 MINI Nagoya-Meito 

岡崎市 MINI Okazaki 

㈱ホワイトハウス 

豊川市 MINI Toyokawa ㈱ガレージ新和 

愛知 

名古屋市中村区 MINI Nagoya-Nishi ㈱名鉄アオト 

岐阜 岐阜市 MINI Gifu ウエスタンオート㈱ 



三重 津市 MINI Tsu 三洋自動車㈱ 

福井 福井市 MINI Fukui あおい商事㈱ 

石川 金沢市 MINI Kanazawa ㈱イーピーエム・コーポレーション 

富山 富山市 MINI Toyama ㈱ユーロ富山 

大阪市鶴見区 MINI Tsurumi ㈱服部モーター商会 

寝屋川市 MINI Kori 

東大阪市 MINI Higashi-Osaka 

大阪 

堺市 MINI Sakai 

㈱アール・ジェイ大阪東 

神戸市東灘区 MINI Kobe-Higashinada ㈱セブンスター 兵庫 

神戸市中央区 MINI Kobe-Sannomiya ㈱モトーレン神戸 

滋賀 栗太郡 MINI Shiga アール・ジェー滋賀販売㈱ 

京都 京都市左京区 MINI Kyoto ㈱モトーレン京都 

奈良 大和郡 MINI Nara ㈱モトーレン奈良 

和歌山 和歌山市 MINI Wakayama 欧米オート和歌山㈱ 

広島 広島市西区 MINI Hiroshima ㈱バルコムヒロシマモータース 

鳥取 米子市 MINI Yonago ㈱高野商会 

岡山 岡山市 MINI Okayama ローバー岡山㈱ 

山口 吉敷郡 MINI Yamaguchi 山口自動車販売㈱ 

香川 高松市 MINI Takamatsu 関西自動車㈱ 

徳島 徳島市 MINI Tokushima ㈲ティー・ケイ・商事 

愛媛 松山市 MINI Matsuyama アルスターオート㈱ 

久留米市 MINI Kurume ㈱フィールドモーター 

福岡市早良区 MINI Fukuoka-Nishi 

福岡 

北九州市 MINI Kokura 

㈱ミュンヘンオート 

長崎 佐世保市 MINI Sasebo ㈱西肥インポートカー 

佐賀 佐賀市 MINI Saga ㈱モトーレン佐賀 

熊本 熊本市 MINI Kumamoto アデル・カーズ㈱ 

大分 大分市 MINI Oita ㈱エム・ケイ・モータース 

宮崎 宮崎市 MINI Miyazaki 

鹿児島 鹿児島市 MINI Kagoshima 

㈱ナカムラ自動車 

 


