
| Designated Parts 指定パーツ

■認定番号：GMS７７６４１
■商品コード：７７６４１

009,79￥：格価売小望希■

ラップタイマー機能を内蔵するデータロガー。
CAN通信接続で車両の各情報をロギングすることも可能です。

ＡIM製SOLO2 DL

（税抜価格:¥89,000）

トーイング・フック・RACE for F56
（フロント）・（リア）

■認定番号：GMS71501・GMS71502・GMS71506
■商品コード：71501・71502・71506
■希望小売価格：各¥26,400

レース中の車両トラブルにて牽引する際に必要となります。Nzero専用設計（フロント）で十分な
強度があります。

レーシング・ロールケージ for F56

New MINI専門ブランド「GIOMIC」が本レースの為に開発したロール・ゲージ。乗車店員を
変更することなく基準をクリアした6点式。

（税抜価格:各¥24,000）

■認定番号：GMS71511
■商品コード：71511
■希望小売価格：¥253,000 （税抜価格:¥230,000）

New MINI F56 CPS パーツカタログ

Parts catalog for New MINI F56 CPS
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| Authorized Parts 認定パーツ

エクステリアExterior01

フロント・エクステンション・スポイラー
for F56 CPS

■認定番号：GMS12208・GMS12209
■商品コード：12208・12209
■希望小売価格：¥100,320・¥113,520

Cooper Sの純正バンパーにそのままフィッティングするエクステンションタイプのリップスポイラーです。
PDC対応タイプの設定があります。

フロント・センター・フィン for F56
■認定番号：GMS12204
■商品コード：12204
■希望小売価格：¥36,960

エアロ・フロント・エクステンション・スポイラー・キットのオプションパーツです。
装着することでフロント部へのダウンフォースが増え高速走行での車両の安定がUPします。

サイド・エクステンション・スポイラー
for F56

Cooper Sの純正ドアシルトリム下部ににそのままフィッティングするエクステンションタイプのサイド
スポイラーです。

リア・サイド・エクステンション
for F56 CPS

Cooper Sの純正リアフェンダーモールに装着するカナードタイプのエアロパーツです。

エアロ・ボディ・キット for F56 CooperS
■認定番号：GMS11202・GMS11203
■商品コード：11202・11203
■希望小売価格：¥263,560・¥276,760

フロント、フィン、サイド、リアサイドの4点セットです。
純正車体にそのまま装着可能なエアロキット（PDC対応タイプの設定もあります）。

（税抜価格:¥239,600・¥251,600）

■認定番号：GMS14209
■商品コード：14209
■希望小売価格：¥47,520（税抜価格:¥43,200）

（税抜価格:¥91,200・¥103,200）

（税抜価格:¥33,600）

■認定番号：GMS13205
■商品コード：13205
■希望小売価格：¥89,760 （税抜価格:¥81,600）
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スワンネック・ウイング・キット for F56
GTスタイル・ウイング・キット for F56

■認定番号：GMS15201・GMS15203
■商品コード：15201・15203
■希望小売価格：¥158,400・¥116,160

F56専用に開発した2種類のウイングキット。
ルーフカバー本体ごとの交換タイプですので、全てのグレードにて装着が可能です。

（税抜価格:¥144,000・¥105,600）

ボンネット・エア・バルジ for F56

純正ボンネットダクトと交換するだけで、ダクト機能を追加できる画期的なエアバルジ。
フィッティングと造形に拘ったデザインは、精悍な顔つきに変化させます。

■認定番号：GMS17111
■商品コード：17111
■希望小売価格：¥84,480 （税抜価格:¥76,800）

エアロ・クーリング・ボンネット for F56
■認定番号：GMS17211
■商品コード：17211
■希望小売価格：¥245,300税抜価格:¥223,000）
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サスペンションSuspension02 SuspensionSuspension
アジャスタブル・リア・コントロール・バー

■認定番号：GMS85401
■商品コード：85401
■希望小売価格：¥79,200

リアのトー・キャンバーの調整が可能になります。

（税抜価格:¥72,000）

ミニチャレンジ仕様 サスペンションキット

■認定番号：GMS73601
■商品コード：73601
■希望小売価格：¥440,000

前後共に幅広いセッティングが出来る様に20段の減衰力調整・全調調整式となっております。
共同開発により高次元でのコーナーリングやトラクションを実現。

（税別¥400,000）

準備中



C.C.S.サスペンション・キット
for RACE

New MINI専門ブラン「GIOMIC」が本レースの為に開発したサスペンションキット。
絶妙なセッティングはMINIを知るカスタム・チューナーならでは。

■認定番号：GMS73501
■商品コード：73501
■希望小売価格：¥396,000 （税抜価格:¥360,000）

ボディBody03 Body
メンバー・ブレース for Fシリーズ（フロント）
メンバー・ブレース for F56（リア）

■認定番号：GMS31113・GMS31214
■商品コード：31113・31214
■希望小売価：¥25,300・¥29,700

純正メンバーに筋交いの如くブレースを追加することで、強大な入力にも揺らぐことのない
ガッチリしたメンバー剛性を実現します。

（税抜価格:¥23,000・¥27,000）

ボディ・フロア・プレート for F56

純正プレート内部にキッチリ収まる肉厚のあるアルミ製プレートを配して固定ボルトで共締めすると
いう新たな発想の設計です。

■認定番号：GMS34101
■商品コード：34101
■希望小売価：¥39,600 （税抜価格:¥36,000）

パフォーマンス・タワーバー for F56

上下左右の歪みを抑え、サイドフォースの分散に大きな威力を発揮します。
ストラット部の補強にも一役買っています。

■認定番号：GMS33301
■商品コード：33301
■希望小売価：¥63,800（税抜価格:¥58,000）
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パフォーマンス・ブッシュ F for F56

本体をゴム製とした上で独自設計による内部構造の見直しを行い、本体のゴム硬度だけに
頼らない高いマウント精度の実現に成功しました。

■認定番号：GMS25112
■商品コード：25112
■希望小売価：¥21,450 （税抜価格:¥19,500）



インテリアInterior04
DDMステアリングコラムエクステンダー
（ステアリングボス）

シートポジションの調整によるドライポジションのずれを解消。
イタリア製の純正ステアリングを50mm延長でき操作ボタンなどすべてそのまま使えます。

■認定番号：GMS77661
■商品コード：77661
■希望小売価格：¥46,200（税別¥42,000）

CAEウルトラシフターシルバー・ブラック

ハンドメイドのメカニカルな造形にドイツのクラフトマンシップのプライドと技術のノウハウを加えた
世界で最もクイックなシフティングを実現したシフター。

■認定番号：GMS77671・GMS77672
■商品コード：77671・77672
■希望小売価格：¥165,000・¥192,500

（税抜価格:¥150,000・¥175,000）

スポーツ・ステアリング
for Fシリーズ（Dシェイプ）

純正エアバッグを流用する小径タイプのスポーツステアリング。純正エアバックは流用します。
純正パドル・スイッチの装着が可能です。※純正部品及びコーディングが必要です。

■認定番号：GMS32213
■商品コード：32213
■希望小売価：¥91,080 （税抜価格:¥82,800）

トリプル・メーター・ホルダー
for F56（マットグレー）

純正アッパーパネルとの交換で、汎用φ52メーター3つの装着を実現。
マルチオフセットデザインにより、各メーターの視認性が飛躍的に向上しました。
※メーター等は別途お買い求めください。

センター・メーター・ホルダー for F56（シボ調）
センター・メーター・ホルダー for F56（マットグレー）

ダッシュボード中央部分の純正カバーと交換することで、インテリアの雰囲気を崩すことなく
美しく汎用Φ60メーターの装着が可能となります。 ※メーター等は別途お買い求めください。

■認定番号：GMS32621
■商品コード：32621
■希望小売価：¥47,520 （税抜価格:¥43,200）

■認定番号：GMS32602・GMS32601
■商品コード：32602・32601
■希望小売価：各¥23,760（税抜価格:各¥21,600）
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SDY1177-1041MCJP-FR

■認定番号：GMS72601

準備中

ブレーキBreak05

システムアップ・ブレーキ・キット・RACE
for F56（フロント）

本レースの為に開発したNzero専用ブレーキ・キットです。
軽量＆高剛性なアルミ鍛造製本体に４POTピストンをセット。

■認定番号：GMS72561
■商品コード：72561
■希望小売価：¥462,000 （税抜価格:¥420,000）

フロント・ブレーキ・パッド【094CS2 ver.2】

本レースの為に開発したNzero専用システム・アップ・ブレーキ・キットVer.2用ブレーキパッドです。
過酷なブレーキに対応できる超高温域対応の摩材を使用しています。

■認定番号：GMS72122
■商品コード：72123
■希望小売価：¥39,600 （税抜価格:¥36,000）

パフォーマンス・ブレーキライン for F56(フロント）
パフォーマンス・ブレーキライン for F56（リア）

しっかりとしたブレーキ・タッチに改善されます。
MINI専用のフィティング設計とブラケットホルダーの装備により、保安基準にも適合する安心の装着が可能。

■認定番号：GMS51415・GMS51423
■商品コード：51415・51423
■希望小売価：¥30,800・¥26,400（税抜価格:¥28,000・¥24,000）

ブレーキ・エア・ガイド・キット for F56

準備中

■認定番号：GMS56101
■商品コード：56101
■希望小売価：¥57,200（税抜価格:¥52,000）
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】
【244CS2】

リア・ブレーキ・パッド【245CS2
フロント・ブレーキ・パッド

New MINI専門ブランド「GIOMIC」が本レースの為に開発したNzero専用ブレーキパッドです。
過酷なブレーキに対応できる超高温域対応の摩材を使用しています。

■認定番号：GMS72121・GMS72221
■商品コード：72121・72221
■希望小売価：¥34,650・¥33,550（ 税抜価格:¥31,500・¥30,500）

フロント・マウント・インタークーラー

New車種専用設計で、純正と同じレイアウトで取付可能です。
コアの容量をUPすることで冷却効果を高め吸気温度を下げる事で、トルク・パワーUPが実現出来ます。

■認定番号：GMS85005
■商品コード：85005
■希望小売価格：¥214,500 （税抜価格:¥195,000）

パフォーマンスPerformance06

7as of July 2022 / 2022年 7月現在

ブースト・センサー・アダプター

ブースト計を取付の際、必要となる圧力を容易に取り出しができる専用設計のアダプダーです。
※メーター等は別途お買い求めください。

■認定番号：GMS67111・GMS67112
■商品コード：67111・67112
■希望小売価：¥13,200 （税抜価格:¥12,000）

油温センサー・アダプター

エンジン・オイルパンのドレンボルトと交換するセンサー・アダプターです。 ※メーター等は別途お買い求めください。

■認定番号：GMS67221
■商品コード：67221
■希望小売価：¥3,630（税抜価格:¥3,300）

油圧センサー・アダプター

OILフィルターキャップのドレンキャップと交換するセンサー・アダプターです。 ※メーター等は別途お買い求めください。

■認定番号：GMS67222・GMS67223
■商品コード：67222・67223
■希望小売価：¥13,200 （税抜価格:¥12,000）
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ステンレス・エグゾースト・サイレンサー
for F56 CPS（MT/AT)

メインサイレンサーは純正の横置きレイアウトを縦置きへと変更し高効率なストレート構造を実現。
高回転域での抜けのよいエンジンの吹き上がりを体感頂けます。

■認定番号：GMS44231
■商品コード：44231
■希望小売価格：¥171,600 （税抜価格:¥156,000）

ホイールWheel

0707
JOHN COOPER WORKS
トラック・スポーク501

品質保証のBMW純正アイテム　BMW MINI JCWトラック・スポーク501 7J×17
センターキャップ、バルブは別売りです

■認定番号：GMS77651
■商品コード：77651
■希望小売価：BK¥49,170・SV¥46,420 （税抜価格:BK¥44,700・SV¥42,200）

07

チューニングにおける完璧なまでのバランスを求めて一切の妥協なく設計を行った専用ホイール。
軽量・高剛性にこだわり、アルミ鍛造製法採用した高性能ホイール。

EX02-R for F56（フラットブラック）
■認定番号：GMS53112
■商品コード：53221
■希望小売価：¥96,800 （税抜価格:¥88,000）

dai Racing MC ForgedAW-MC1775-MBZ

ルックスもさることながら素早くタイヤ交換が出来るような工夫として、ボルトホールを大きめに、
そしてテーパー台座も大きめに設計されています。

■認定番号：GMS77632
■希望小売価格：¥64,900 （税抜価格:¥59,000）

VOLK RACING ZE40 ガンメタ

驚くほどに進化するハイグリップタイヤは各部をへし曲げんばかりの応力をホイールに伝え、
普遍的で５ラグホイールには理想的なレイアウトが可能。

■認定番号：GMS77631
■商品コード： 77631
■希望小売価：¥93,500（税抜価格:¥85,000）


