
JOHN COOPER WORKS TUNING
MINI COOPER
MINI COOPER S



Racing in the blood
モーター レーシングの血統
クーパーは英国生まれです。世界中で「クーパー」と言え
ば、優れた英国製自動車を意味するだけではなく、最高の
ものを追い求める個人の情熱や要求を表す言葉にもなって
います。
その名前の意味するものは、「ターボ」や「GT」といった言
葉で表現できるものをはるかに超え、三世代に渡る一族の
専門知識と情熱を表現しているのです。
MINI COOPER / COOPER S は、現代においても非常に手ごろ
な価格で購入できる、速くて楽しくしかも伝統を誇りとす
る稀にみる自動車なのです。
ジョンクーパーワークス製のチューニングキットは、あな
たのMINI COOPER / COOPER Sをさらに魅力的に輝かせるこ
とでしょう。

A history of winning 
勝利の歴史
1946年にクーパー 500 フォーミュラ 3 レーシングカーの
設計および生産のために設立されたクーパー自動車カンパ
ニーは、アマチュアが自動車レースに無理なく参加できる
道を拓きました。
クーパー自動車カンパニーは、ドライバーにジャック・ブ
ラハムを擁して、1959年と1960年にF1ドライバーズチャ
ンピオンとコンストラクターズチャンピオンを2年連続で獲
得した世界初の、戦後最大手のレーシングカー専門メーカ
ーになりました。
その後、クーパーはアメリカのインディアナポリスに渡り、
ほどなくリアエンジンコンセプトが標準になりました。そ
して1950年代後半、新しいクルマがジョン・クーパーの目
を捕らえました。それが、初代 Mini です。

▲ ジョン・クーパー - 伝説の F1 コンストラクター、
Mini Cooper の発案者

▲有名な「ワークス」仕様の Mini Cooper で疾走中の
ジョン（スモーキング）・ローズ



From Mini Cooper 
to MINI Cooper / Cooper S
Mini Cooper から MINI Cooper / Cooper S へ
1959年に素晴らしい Miniが英国にて発表され、続いて
1961年に最初の Mini Cooperが発表されました。
ジョン・クーパーが持つレースのノウハウを注入すること
によって、世界中を興奮させる、楽しくて速い比類ない自
動車が世に送り出されたのです。

1970年にMini Cooperは生産が打ち切られました。そして数
年が過ぎ去り、Mini Cooperの復活を待ち望む要望や熱烈な
関心が生まれてきました。
ジョンクーパーエンジンチューニングキットおよび高性
能部品は世界中に出荷され、新しいMini Cooperオーナーは
夢を満たすことができました。

そして1990 年代後半、現在のMINIプロジェクトはジョン
クーパーと息子のマイクに彼らの専門知識を提供してくれ
るように要請しました。前代未聞の初期デザインからの参
加が許されたマイク・クーパーは、MINI Cooper / Cooper S
の走行特性、サウンド特性、およびドライブフィールに関
して、彼独自の洞察力を加えるために個人的に招待された
のです。結果として、新型 MINI Cooper / Cooper S は、その
有名な名前に恥じないだけの価値あるクルマとなったので
す。

STARTER'S ORDERS 
MINI COOPER / MINI COOPER S

▲ 一族の伝統を継承するマイク クーパー



John Cooper Works 
for your MINI Cooper / Cooper S
MINI Cooper / Cooper S 専用の
ジョン クーパー ワークス
クーパーワークスチームは、1950年代から 1960年代にかけて
モーターレーシングで大活躍しました。そして現在、ジョンクーパーワークスは、MINI COOPER / COOPER
S 専用のチューニングキットを生産しています。

開発に約3年を要したジョンクーパーチューニングキットは、現行の MINIに装着可能な、最も信頼できる
後付けキットです。
レースで培った50年の知識と経験、最新のコンピューター支援による設計、数々のテストの繰り返しによ
り誕生したこのチューニングキットは、俊敏なMINI COOPER / COOPER Sに対するドライバーの評価を、さ
らに高次元のレベルへと引上げます｡

Tried and tested
試験済み
気温が35℃の暑い南フランスから‐20℃のスカンジナビアまで、走行距離約20,000マイルの高速走行テス
トから走行距離が約150,000マイルの耐久ロードテストまで、ジョンクーパーワークス製のチューニング
キットは細心の注意を払って検査されています。

開発試験は、スパ、グッドウッド、およびミラマ（BMWウィリアムズF1チームのテストコース）など、世
界各国にある国際基準を満たしたサーキットで行われました。
開発は、自動車メーカーおよびレーシングチームが使っているのと同じ最新の検査技術、プロセス、ツー
ル、および施設を使用して行われました。

▲ジョン クーパー ワークス製の新型シリンダー ヘッド

▲卓越したパフォーマンスを示すバッジ



THE VITALS 
MINI COOPER / COOPER S
Full warranty
完全保証
あなたのMINI COOPER / COOPER Sのジョンクーパーワークス製チューニングキットがジョンクーパーワ
ークス社の設備または世界中のMINI正規ディーラーで装着されたものであるならば、MINIの保証は何の影響
も受けません。個々の構成部品の検査に加え、ジョンクーパーワークス製のチューニングキットは、長時
間に及ぶテストサイクルとサインオフ手順によってその機能をチェックされ、認証されています。
ジョンクーパーワークス製のチューニングキットは、あなたのMINIにパワーとパフォーマンスに加えて、
安心を提供いたします｡

What makes the John Cooper Works
ジョン クーパー ワークス製部品の特長
それぞれのJCWコンポーネントは、切り離すことができない全体の一部分です。JCWコンポーネントは調和
のとれた安定した部品で、英明な MINI COOPER / COOPER Sのドライバーが求める驚異的なパフォーマンス
とハンドリングを実現する一方で、燃料消費量、排出ガス量、および騒音レベルを確実に低減します。

JCW cylinder head
JCWシリンダー ヘッド
シリンダーヘッドは、ジョンクーパーワークスが要求する性能を満たすために、まずコンピューター支援
設計（3次元CADプログラム）を採用しての2年間に渡る開発期間が必要でした。このCADデータを活用し、
シリンダーヘッドはCNC（コンピューター制御）によって加工されます。これにより、最高水準の精度、性
能が実現されます。
多くのシリンダーヘッドやシリンダーブロックを生産してきた実績から得られた統計データにより、性能、
エンジン調整、および製造ばらつきの範囲内で圧縮比を最適化することができました。

ジョン クーパー ワークス チューニングのエンジンおよび車両性能データ
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実線 ジョンクーパーワークスチューニング
点線 標準仕様の MINI



JCW exhaust system
JCWエキゾースト システム
CAE（コンピューター支援実験）および有限要素分析（FEA）ツールを使用して開
発されたこのシステムは、外部および内部騒音レベルと音質が最適化されていま
す。
JCW エキゾーストシステムは、数年に渡る集中的な開発が行われました｡結果とし
て、卓越した内部および外部騒音特性を発揮する、低背圧並流システムが誕生しま
した。

JCW engine calibration 
JCW エンジン調整
エンジンからのリアルタイムデータ、多数のマップおよび定数を使用して、燃焼
気流、燃料供給、および点火進角を含むすべてのエンジン制御機能が最適化されま
した。その結果、追い越し時に極めて重要となる中間トルク域におけるスロットル
レスポンスが鋭敏なものとなり、加速性が向上しました。

JCW supercharger (COOPER S)
JCW スーパーチャージャー (COOPER Sのみ)
スーパーチャージャーには、シリンダーヘッドおよび排気システムの効率を改善
しパフォーマンスを最適化するために、北米イートン社により開発された最新技術
を採用しました。

Advertise your tuning kit
デモンストレーション
ジョンクーパーワークスによってチューニングされた走行中の MINI が人目を引
くことはもちろんですが、ジョンクーパーワークスのフロントおよびリアのクロ
ームエナメルバッジとシャシーナンバーが刻印されたエンジンルームプレート
が、このMINI COOPER / COOPER Sを停車時にも負けず劣らず際立った印象を与え
る車両にしています｡

スーパーチャージャー

スーパーチャージャー ベルト

スパーク プラグ

エア フィルター

ジョン クーパー ワークス製のエンジン ルームおよびエンジン プレート

新型スポーツ ツイン エキゾースト(COOPER S)新型ステンレス スチール エキゾースト パイプ (COOPER)



ADDED STYLE MINI COOPER / COOPER S
オプション

JCW alloy wheels
JCW アロイ ホイール
星型スポークと開口部の大きな人目を引くスポー
ティーなスタイルに、忘れてはならないJCWのロ
ゴの入った一目でそれとわかる優れた外観のこの
18インチホイールは、ランフラットシステムを
サポートする7J x 18EH2リムに205 / 40 R18タイ
ヤが装着されます。そのため、タイヤが完全にパ
ンクしても、アロイホィールを傷付けることなく、
ある程度の距離を走行することができます。

JCW アロイホイールコンプリートセット
¥350,000 3611 0301 837
ホイール、タイア、センター・キャップ、バラン
ス・ウェイト、エア・バルブ1台分（タイア/ホイ
ール脱着、組み替え工賃を含む）で構成されたセ
ットです。

別途、追加部品、脱着工賃等が必要になります。
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。合わせください。

John Cooper Works tuning – fast forward into the future
ジョン クーパー ワークスのチューニング ー 未来への急速な進歩
ジョンクーパーワークスによってチューンされたあなたの MINI は、比類ないロードマシンです。世界中に知
られた快適なスタイリッシュフォーシーターの名前を持つ最新モデルは、風洞のように切り開かれた退屈で
単調な世界でも、速くて楽しいドライビングを提供します。

JCWがチューニングしたMINIを運転するとき、あなたは長年に渡ってクーパーたちが走った輝かしいレーシン
グ伝説の軌跡を辿ることになるのです。

ジョンクーパーワークスは、その経験と技術を持ってMINIの保証条件に影響を与えることなく、さらに優れ
たパフォーマンスとハンドリングを実現し、あなたのMINIをさらに一層素晴らしいものにすることでしょう。

JCW sports seat 
JCW スポーツ シート
ジョンクーパーワークスによってチューニング
されたあなたの MINI に最高のパフォーマンスを
発揮させるためには、パワーとハンドリングを完
全にコントロールする必要があります。本気で真
剣に取り組むなら、ジョンクーパーワークス製
のスポーツシートが必要でしょう。
サイドホールド性能が強化されているJCW スポー
ツシートは、運転中のドライバーをしっかりとサ
ポートし、より頑丈になったショルダー部分と調
整式サイサポートが高い快適性を提供します｡

発売予定
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。



YOUR MASTERPIECE  MINI COOPER / MINI COOPER S
ジョン クーパー ワークス チューニングキット価格

¥392,000 1112 0302 672 COOPER M/T用 取付け作業参考時間：約300 分

■ キット主要構成部品
シリンダーヘッド / スポーツエアエレメント / JCW バッジフロント、リア / JCW エンジンカバー / 
JCW エンジンバッジ / スポーツマフラー

■ 参考データ
エンジン出力：126PS / 5750rpm（115PS / 6000rpm）トルク：155Nm / 4750rpm（149Nm / 4500rpm）加速：0-100km / h 8.9s（9.2s）

（）内は標準車両のカタログデータです。

¥698,000 1112 0302 673 COOPER  S  M/T 用 取付け作業参考時間：約540 分

■ キット主要構成部品
シリンダーヘッド / スパークプラグ / JCW バッジフロント、リア / JCW エンジンカバー、JCW エンジンバッジ / 
スポーツマフラー / スーパーチャージャー

■ 参考データ
エンジン出力：200PS / 6950rpm（163PS / 6000rpm）トルク：240Nm / 4000rpm（210Nm / 4000rpm）加速：0-100km/h 6.7s（7.4s）
（）内は標準車両のカタログデータです。

注意：キットは登録後の車両に装着しますので、このデータは参考データであり実際と異なる場合があります。予めご了承ください。

追加部品：このチューニングキットを装着する場合には、どちらのキットもシリンダーヘッド交換時にエンジンオイル / アンチフリーズ等の消耗部品
等が別途必要となります。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。

●ジョンクーパーワークス (JCW) チューニングキットは、エンジン / 排気系パーツを交換することによりエンジン性能を飛躍的に向上させる為の
スポーツチューニングキットです。
●表示の価格は2003年10月1日現在の標準的な小売価格であり、追加部品、取付工賃および消費税は含まれておりません。
●商品の仕様・価格・品番等は予告なく変更される場合があります。予めご了承下さい。
●取り付け作業時間は、あくまでも参考時間のため、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ございます。
●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せください。
●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。
●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。無断転載を禁止します。
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