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充実したミニライフを送りたいのなら、信頼できるプロショップとの付き合いが必要不可欠。
車両の購入から各種メンテナンス、ドレスアップ＆チューニング、
さらにはイベント参加にツーリングと、プロショップに行けば楽しいことがいっぱいだぞ！
ここでは、クラシック・ミニマガジン編集部オススメのミニショップを厳選して紹介。
さぁ、楽しいミニライフはここから!!
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群馬県富士見村
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MINIYA Ai FRAGILE FUJIMI

ミニ屋 Ai フラジル富士見店

tel.027-288-9985

www3.wind.ne.jp/miniya
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中部エリア

ミニ屋 Ai フラジル富士見店は、裏は渓谷、表は牧草地という、英国の片田舎のようなステキなロケーションのなかに建っている。ショップ 2 階のショールームもブリティッシュ。店内にはオー
ルドミニにピッタリなパーツやマニア垂涎の当時モノアイテムのほか、
スミスのアンティーク時計といった '60 年代カルチャーを楽しむグッズも展示されている。同店は現在、
隣に新ショールー
ムを建設中。落成後は現店舗の建物を利用してファクトリーを拡張。新たな工作機械も導入され、さらに充実したサービス体制がとられるという。実に楽しみだ。

ルで 1 本 1 本ハンドメ
イドで製作された逸品。
￥99.750。

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

WHEEL
GOODS
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□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

Photo & Text = Yoshio Takeno

博物館のような車両展示フロアには、オールドミニや
ユニパワーGTのようなミニから派生したマシンが並ぶ。
あのナリタガレージのレーシングミニもここにあるのだ。

'60 年代に活躍したフォーミュラマシンも展示され
ている。このマシンを造ったコンストラクターは、
誰あろうジョン・クーパーだ。

'64 年製オースチンミニ
クーパー 1275S。ミニ
屋 Ai フラジルが 8 年の
歳月をかけてフルレスト
ア。同店のコダワリが凝
縮された究極の MkⅠだ。

□各種ローン
取扱い
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□レストア

「ミニ屋Aiフラジル富士見店」は、MkⅠ、MkⅡ、MkⅢといったオールドミニを数多くそろえる
スペシャルショップ。その知識と探求心も深く、全国のエンスージァストたちから注目を集めている。

GOODS

□鈑金・塗装

ミニ草創期の名車の数々をその目で見られる、買える
赤城のふもとのオールドミニのオーソリティ

CHEMICAL

ミニ屋 Ai フラジル富士見店 〒 371-0103 群馬県勢多郡富士見村木暮 2444-8 TEL&FAX 027-288-9985
営業時間 11:50-19:30（土日祝日は 10:00 から） 定休日 月曜日 第 2 火曜日 レース ･ イベント開催日 URL http://www3.wind.ne.jp/miniya

WHEEL

オールドミニの整備だけでなく
当時のカルチャーにも精通

群馬県は赤城山のふもとにある「ミニ

屋Ａｉフラジル富士見店」は、オールド

ミニのオーソリティとして名高いスペ

シャルショップだ。店内に入るとそこは

まるで博物館。ＭｋⅠクーパーＳやＭｋ

Ⅱスタンダードクーパー、モーリスミニ

マイナーといったいにしえのオールドミ

ニが並んでいる。しかもそのすべてがピ

カピカのコンディション。マニアにとっ

てはたまらない空間だ。これらのミニは

もちろん同店の販売車両。つまり購入で

きるというわけだ。代表の塩原裕茂さん

はじめ同店のスタッフは、みんなオール

□自社工場

ドミニのプロフェッショナル。メカや整

□車検
一般整備

'60

備の知識だけでなく、これらのミニが活

SHOP DATA

躍していた 年代のレースシーンや自動

34

車文化にも造詣が深い。
「ミニを単なる

★

クルマとしてではなく、その歴史や文化

レストラン
レボゥ

も体感して欲しいんです」と塩原さん。

馬事公苑

353

そんな彼の考えに賛同し、かつ頼りにす

至赤城山

るミニ乗りたちが、今日もミニ屋Ａｉフ

至赤城 IC

BMC 復刻フロアマット。'60 年代
当時の BMC 純正フロアマットを忠
実に再現。2枚1セット。￥10.500。

上／明るく清潔な雰囲気の自社工場。オールドミニから高年式
車まで完璧な整備が行われる。下／当時モノパーツのコレク
ションも多く、その知識も実に豊富だ。

ラジルに集まっている。

CHEMICAL

子マフラー」の復刻版。
ナリタガレージオリジナ

ミニ屋 Ai フラジルの常連さ
んのなかには、オールドミ
ニの動態保存を実践してい
るユーザーが多い。彼ら自
身がミニとそのカルチャー
を大切にし、同店がメンテ
ナンスなどあらゆる面でサ
ポートしているからだ。

関越自動車道
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COOPER-S オリジナル
マフラー。
いにしえの
「餃

ELECTRIC

ELECTRIC

「ここ数年で、良質なオールドミニ、特にクーパー
S は非常に少なくなっています」と塩原さんは話す。
「これからオールドミニに乗りたい、というみなさ
んには、そのクルマがどれだけ貴重で、歴史的価値
があるのかということを認識し、大切にしてほしい
ですね。とはいえクルマは乗ってこそのもの。ただ
ガレージに飾るのではなく、走りの楽しさも体感し
てほしい。それがつまるところ、貴重なミニを残す
ということにもつながるのです」
。塩原さんは 1 台
でも多くのオールドミニを残すため、キッチリ保管
してしっかりメンテナンスを行い、そして楽しく乗
る「動態保存」を提唱している。

4
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オールドミニにピッタリの英国
ダンロップのタイヤ。145/8010。￥18.900（1 本）
。
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DUNLOP ア ク ア ジ ェ ッ ト。
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MINIYA Ai FRAGILE ISESAKI

ミニ屋 Ai フラジル伊勢崎店

tel.0270-24-3298

www3.wind.ne.jp/miniya
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「ミニ屋 Ai フラジルは、代表の塩原はじめすべての
スタッフがミニ乗り。365 日ミニに乗り、ミニの
ことを常に考えています」と伊勢崎店の津久井隆店
長。同店のスタッフはみんな、メカから当時モノに
いたるまで、ミニに関する知識が実に豊富だ。ミニ
に関することなら何でも相談にのってもらえる。津
久井さん自身も Mk Ⅰクーパー S とキャブクー
パー、塩原社長と共同所有のモーク Mk Ⅰと 3 台
のミニに乗るディープなミニ乗り。コンテンツ満載
の同店ホームページは彼が製作している。販売車両
の 1 台１台に詳細な解説が掲載されていたり、当
時モノパーツが大量に紹介されたページあったり
と、実に濃厚なサイトはミニ乗り必見だ。

WHEEL
CHEMICAL
GOODS
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体育館のような広々としたガレージを隣接。ここに
は整備などでユーザーから預かったクルマを保管し
ている。整備待ちのクルマが室内保管、
実に安心だ。

伊勢崎店の工場はスペースも広々。富士見店ともど
も、ミニ屋 Ai フラジルならではの、徹底したコダワ
リの整備が行われている。室内展示場も兼ねている。

'99 年式ローバーミニを
ベースに製作したモーリ
ス ミ ニ マ イ ナ ー 仕 様。
オールドミニをよく知る
同店のコダワリが凝縮さ
れたミニだ。

□各種ローン
取扱い
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□レッカーサービス

オールドミニのオーソリティとして知られる「ミニ屋Aiフラジル」。ミニを知り尽くすスペシャリストは
年代を問わずすべてのミニを得意とする。そんな同店の第二拠点が、ここ伊勢崎店だ。

GOODS

http://www3.wind.ne.jp/miniya

□高価下取り

オールドミニから高年式まで楽しいミニライフを
プロデュースする「ミニ屋」の第二拠点

CHEMICAL

□中古車販売

ふたつのミニ屋Ａｉフラジル
でミニライフを完全サポート
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□輸入パーツ販売

士見店と、ここでご紹介する伊勢崎店の

□オリジナルパーツ
販売

ふたつの拠点で営業している。本店と支

□チューニング

店、という概念はなく、 店でひとつの

□レストア

ミニ屋Ａｉフラジルという体制で営業し

□鈑金・塗装

ているのだ。１６４〜１６５ページにて、

同店はオールドミニのオーソリティであ

る と お 話 し た が、 当 然 な が ら ミ ニ

ミニ屋 Ai フラジル伊勢崎店 〒 372-0024 群馬県伊勢崎市下植木町 569 TEL&FAX 0270-24-3298
営業時間 11:50 ～ 19:30（土日祝日は 10:00 から） 定休日 月曜日 第 2 火曜日 レース ･ イベント開催日
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「ミニ屋Ａｉフラジル」は、前ページの富

ショップ 1 階に新たに設けられた談話ルーム。ここでは常連
たちがミニ談義を楽しんだり、商談スペースとしても使われて
いる。この部屋と 2 階からは、工場も一望できる。

１０００や高年式のエアバッグミニなど、

あらゆる年式のミニに精通している。伊

勢崎店は、ふたつのミニ屋Ａｉフラジル

のなかでも比較的高年式のミニを多く取

り扱っている。オールドも高年式もしっ

かりした整備が大前提と考える同店では、

販売するすべてのクルマはエンジンなど

□自社工場

の機関系から足まわり、内外装にいたる

□車検
一般整備

まで徹底した整備を行いユーザーに提供

SHOP DATA

している。クルマやパーツの販売だけで

群馬県総合教育
センター

なく、ミニを使ったライフスタイルも提

★

案しているのがミニ屋Ａｉフラジルの大

崎
新伊勢

セブンイレブン

きな特徴。ツーリングや走行会も自社で

粕川公園入口

企画し、多くのファンが参加している。

東本町

店舗から少し離れたところにある倉庫。1 階にはベース車両と
中古パーツが大量にストックされている。2 階も中古パーツ倉
庫。ここにはインテリアパーツを保管。

WHEEL

もともとはミニ屋 Ai フラ
ジルの常連客だったという
津久井さん。ショップス
タッフといちミニ乗り、ふ
たつの視点からミニとその
生活を楽しんできた頼もし
い店長さんだ。

ELECTRIC

ELECTRIC

SUSPENSION

SHOP voice
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DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

右・左上／ 2 階にあるオフィス兼ショールーム。富士見店同様トラディショナルな雰囲気だ。中央のテーブルはどっしりした 1 枚板を使用。パーツやグッズ類も数多く展示されており、それ
らを眺めているだけでも楽しい。休日になると多くのミニ乗りが集まりクルマ談義に花を咲かせている。左下／伊勢崎店の敷地はとても広く、そこには大きな建物が 2 棟設けられている。左
側が工場＆屋内展示場とショールーム。その前は車両展示スペースになっている。右側の大きな建物は前ページでご紹介したガレージだ。
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千葉県印西市

マイスター

九州エリア

MEISTER

tel.0476-40-2488

www.meister-hayashi.jp

INTERIOR

INTERIOR

マイスターのアイドル犬
『イブちゃん』がお出迎え

SUSPENSION
CHEMICAL

30

自分のミニはもっと快調になるはず。そんな悩みがある人は「マイスター」の門を叩くといい。
自分のミニを快適で便利なクルマにしたい。そう考えている人も「マイスター」へ行くといい。
そのためのベストな方法を、必ずあなたの愛車に注ぎ込んでくれるはずだから。
Photo & Text = Yoshio Takeno

GOODS

!!

□高価下取り

□レッカーサービス

陸運局認証工場（認証番号 3-4322）を取得してい
るマイスターは、2 柱リフト 5 基のほか各種整備
機器も充実。テスターも完備している。

マイスターの常連さんが
乗っている '97 年式クー
パ ー 1.3i の AT 車。 マ
イスター流の低燃費
チューンでリッター
18km を実現している。
AT は強化 AT に換装。

□各種ローン
取扱い
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旧ローバージャパンのディーラーに導入されていたテ
スター
「マイクロチェック」を完備。インジェクション
ミニの健康状態を即時に診断してくれるアイテムだ。

FAX 0476-40-2455

□中古車販売

ディーラーで培った経験と情報、
そして独自の
新技術を融合し、
長く楽しく乗れるミニを提供

CHEMICAL

リッター ㎞も夢じゃない
超低燃費ミニを造ります

ディーラーで工場長を務めていた林雅人

「マイスター」は、ローバージャパンの

代表が率いる、ミニとランドローバーの

スペシャルショップだ。林さんはロー

バー時代に「リアハブベアリングの締め

12

付け不良」というミニ史上初のリコール
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□輸入パーツ販売

を発見したスゴ腕のメカニック。 年前

□オリジナルパーツ
販売

に同店を創業してからは、ディーラーで

□チューニング

培った技術とノウハウを継承しつつ、ミ

□レストア

ニをより快調ににするための新技術を

□鈑金・塗装

日々研究し、ボクたちユーザーに提供し

マイスター 〒 270-1327 千葉県印西市大森 2317-1 TEL 0476-40-2488
営業時間 9:30 ～ 18:00 定休日 水曜日 http://www.meister-hayashi.jp

てくてている。現在、特に力を入れてい

るのがミニの低燃費化。ミニマガ本誌の

連載「チャレンジ！エコ得ミニプロジェ

クト」のご意見番でもある林さんは、サ

イクロンをはじめとしたパーツ類を駆使

し、ミニを最新のエコカーに負けない低

□自社工場

7

月 現 在、

□車検
一般整備

30

年

SHOP DATA
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'12

燃費車に進化させているのだ。これによ

セブンイレブン
千葉ニュー
タウン中央

28

り本誌のミニマガ号は

印西市役所

★

上／アクリルの筒のなかにはサイクロンとタコ糸が入ってお
り、エアを送り込むと竜巻状の渦を作るのだ。下／エアクリー
ナー入り口やマフラーテールに装着し効果を発揮。

リッター ㎞を実現。
「リッター ㎞も

木下

とりわけ力を入れているのがミニのエコ化。写真左上のサイク
ロン（各 ¥7,560）と写真右上の加工済みインテークマニホー
ルド（¥39,990。工賃込み）との組み合わせで、吸排気効率
を上げてトルクアップ。
驚異的な低燃費を実現してくれるのだ。

WHEEL

「サイクロンを使ったミニ
の低燃費化は、当店だけで
なく他のお店も乗り出して
きましたね。エコ得ミニ、
ようやく面白くなってきま
した」と林さんは満足げに
話してくれた。

WHEEL

ELECTRIC

ELECTRIC

「当店は、ディーラーとプロショップの合いの子な
んです」と林さん。
「ディーラーが蓄積してきた技
術情報と今の技術、双方を活用してミニをより良い
クルマにするのです」
。その一環としてミニのエコ
化を推進している林さんだが、ショップのエコ化に
ついても考えている。
「地球環境に考慮し、工場と
ショールームのすべての照明を LED に変更するこ
とにしました」
。省電力で半永久的に使える LED
を導入することも「エコ得プロジェクト」であると
考えているわけだ。
「ミニの低燃費化もつきつめれ
ば地球環境への貢献。クリーンな排出ガスを出すこ
とと化石燃料のムダ使いを防ぐ。ミニは それが実
現できるクルマなんです」
。

夢じゃないよ」
。マイスターのミニのエ

GOODS

SUSPENSION

SHOP voice

コ化、
快適化への追求はこれからも続く。
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DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

右／千葉ニュータウンから向かう県道沿いにある店舗兼工場。
お店の前には徹底整備された高品質のミニとレンジローバーの販売車両が並ぶ。
左上／店内には純正パーツやアフターのドレスアッ
プ＆チューニングパーツなど多くのアイテムが並ぶ。奥にはゆったりくつろげる待ち合いスペースがある。左下／ミニを健康にさせるリプレイスメントパーツやベルト、フューエルフィルター
などの消耗品も大量にストックしている。
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中部エリア

168

関東エリア

中部エリア

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

英国にも拠点をもつ、
超本格派英国的自動車趣味の理想郷
豊富な英国製のアフターパーツを自由に組み合わせ、自分の理想どおりのミニを造る。そんな夢のようなパッケージを実現してくれるのが「タート
ルトレーディング」だ。豊富なパーツと抜群のセンスで、最高のコーディネイトを提案してくれる。ミニをカフェレーサースタイルにリメイクしたり、高
度なチューニングを施すとき、豊富な経験と膨大なパーツを誇ることは大いなる魅力といえる。
Photo = Shinobu Ikeda

Text = Hideyuki Takane
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中部エリア

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

TURTLE TRADING

神奈川県横浜市・埼玉県所沢市

INTERIOR

INTERIOR
DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

SHOP voice

外観は巨大な倉庫のようだが、
なかには英国の雰囲気のいいクルマたちやパーツがギッシリと詰まっている
「タートルトレー
ディング所沢店」
。全国からパーツを求めて、またチューニングのためにミニユーザーが訪れている。在庫量もメンテナン
スやチューニングの技術も、日本有数のショップだ。

建物の前後を通りに挟まれた三角地帯に立つ、存在感抜群の「タートルクラシックスヨコハマ」
。 白を基調としたインテリアは、モダンで清潔感を感じさせながらレトロなビン
このあたりにも同店のセンスの良さが感じられる。
ビンテージなカフェレーサースタイルのミニが実に似合うデザインだ。落ち着いたなかにチェッ テージパーツとの相性がいい。
手前は同社が提案する TRM 号だ。
カー柄が大人のクルマ趣味を連想させる。

ELECTRIC

ELECTRIC

「スタッフ全員がミニの魅力に翻弄され、人生をミニ
に注いております。これは、ユーザーのみなさんと
同じ気持ちです。そして、そんなみなさんと我々が
大好きなミニを通じて楽しめるのがタートルクラブ
マンカップなのです。自分の相棒は自分で面倒をみ
る。これが基本スタンスです。そこから初めてミニ
と向き合い、ミニを楽しめる環境が生まれると感じ
ておりま す。相棒と楽しく調子良く過ごすには整備
も必要ですし、美しくなければいけません。相棒が
元気だと、生活も豊かで楽しくなると信じています」
と西村さん。

SUSPENSION

SUSPENSION

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

横浜店でキメ細かい対応を
してくれる、ジェントルな
西村店長。所沢店のダン
ディな佐藤店長との情熱的
なサポートには定評があ
る。

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□レストア

WHEEL
CHEMICAL
GOODS

GOODS

タートル クラシックス ヨコハマ
tel.045-681-3075 www.turtle-trading.co.jp

タートル クラシックス ヨコハマ 〒 231-0854 神奈川県横浜市中区根岸旭台 23 TEL 045-681-3075 FAX 045-681-3076
営業時間 8:00 ～ 17:00 土曜・日曜・祝日のみ営業 ( 平日は電話対応のみ ) http://www.turtle-trading.co.jp
□鈑金・塗装

CHEMICAL

お洒落すぎるほど素敵な趣も
高度な整備が得意の横浜本店

横浜のなかでも異国情緒あふれる横

浜・南山手の一角に立つ、飛び切り洒落

たミニのプロショップがタートルトレー

ディング横浜店「タートルクラシックス

ヨコハマ」である。坂を登り切ったＹ字

交差点の中心にある地形を活かし、地下

Special
Shop Guide

往年の BMC トランスポーターの雰囲気で
仕上げられたサポートカーは、イベント出
展時などで活躍している。

にガレージファクトリー、１Ｆにショー

ルームを設けたレイアウトは明るく眺め

のいい空間となっている。解放感があり

ながら密度を感じさせるショールーム

は、英国直輸入の価値あるパーツがギッ

シリと詰め込まれている。同社はミニマ

□自社工場

シーン、ＭＥＤ、ＳＣほか、数多くの英

Turtle Classics
Yokohama

SHOP DATA
□車検
一般整備

線

湾岸

高速

首都

国部品メーカーの日本代理店となってお

GS
根岸

り、ミニマシーンからは未だに新品のボ

★

フルリペアされたビンテージステアリング
のかずかず。世界的にも貴重なステアリン
グたちだ。

ディが供給されることから、新車同様の

根岸
小学校

根岸森林
公園
聖光学院
高校

ミニを一から造り上げることも可能だ。

16

また、ボディカラーだけでなく、エンジ

□各種ローン
取扱い

山本
小学校

ンや足わまりなどあらゆる部分を理想ど

□レッカーサービス

東亜
道路工業

おりの仕様にするタートル・リバイバル・

□高価下取り

横浜
小学校

ミニを造るためのコンポーネンツがここ

□中古車販売

石川町JCT

神奈川県横浜市

FAX 04-2946-5612

には詰まっているのである。

□輸入パーツ販売

TEL 04-2946-5611

灯火類も年代によっていろいろなデザイ
ン。リペアパーツとして、またビンテージ
仕様を造る際にも役立つアイテムだ。

貴重な往年のレーシングパーツから、最新
のチューニングパーツまでミニのパーツは
何でもそろう。雰囲気も最高だ。

山手

全国にパーツを発送、充実した
設備でメンテも完ぺきな所沢店

横浜本店とは趣向を変えて機能美を感じ

「タートルトレーディング所沢店 」は、

させるメカニカルな趣の拠点。関越自動

車道・所沢ＩＣ近くにあり、広大な敷地

で充実したサービスを展開するファクト

リーだ。
膨大なストックを誇るパーツは、

□オリジナルパーツ
販売

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

全国の専門店も頼りにするパーツセン

□チューニング

ターとしての役割も果たしている。さら

□レストア

店内は明かりを押さえたムーディな雰
囲気。そこに充実したパーツが並ぶの
だから、見ているだけでも楽しい。

タートル トレーディング 所沢ショールーム
tel.04-2946-5611 www.turtle-trading.co.jp

タートルトレーディング 所沢ショールーム 〒 359-0011 埼玉県所沢市南永井 795-1
営業時間 8:00 ～ 17:00 定休日 木曜日 http://www.turtle-trading.co.jp
□鈑金・塗装

には上質な中古車の管理＆展示スペー

□自社工場

ス、広い整備スペースにはチューニング

□車検
一般整備

などのモディファイも完全対応。シャ

SHOP DATA

シーダイナモを備えた設備により、確実

171

TURTLE TRADING
Tokorozawa Showroom

にマシンのポテンシャルを引き出すこと

埼玉県所沢市

を可能にしている。ここは独自開催の

所沢 IC

レースイベント、
「タートルクラブマン

463

カップ」に参戦するマシンのメンテナン

所沢おおぞら
特別支援学校

ス拠点としても重要なのだ。実務的なス

跡見学園
女子大学

ペースとはいっても、そこはタートル。

★

英国の伝統を感じさせる重厚な雰囲気が

西武台
高校

そこここに感じられる。武骨な鉄骨のな

埼玉スポーツ
センター

かにある粋な演出をぜひ、あなたも感じ

254

取ってほしい。

淑徳大学

関東陸運局認証工場であるファクトリー
は広大なスペースに充実した機材と辣腕
メカがそろう。

WHEEL

修理の相談からモディファイの打ち合
わせまで、このような空間で行われる
のだから堪らない。

170

関東エリア

中部エリア

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

日本最大級の中古車ネットワークが展開するミニ専門店
北海道から九州まで多くの店舗を展開する日本最大級の中古車販売ネットワークとして有名な「フレックス」。ランクル店やハイエース店など特定
の車種に絞った「専門店」を全国各地に展開している同社だが、ミニの専門店も関東に2カ所設置している。東京都世田谷区の環七沿いにあ
る「フレックス Mini世田谷環七店」と千葉県千葉市の国道16号線沿いにある「フレックス Mini千葉北インター店」だ。
Photo & Text = Fumiaki Hara

Yoshio Takeno

関東エリア

中部エリア

004

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

FLEX MINI

東京都世田谷区・千葉県千葉市

INTERIOR

INTERIOR

SUSPENSION

中古車店が多く並ぶ千葉市の国道 16 号線沿いにある「フレックス Mini 千葉北インター店」
。広い敷地にズラリと並ぶクラ
シックミニとニューミニの販売車両は、何気なく幹線道路を走っていても誰でも目にとまるはずだ。クラシックミニの在庫
車は '97 年式以降のエアバッグミニがメインを占めている。

ブルーとホワイトでディスプレイされた「フレックス Mini 環七世田谷店」
。環状７号線沿いに構えることもあり、女性ユー
ザーが多いことも特徴。それゆえ在庫車両も '97 年式以降の AT モデルを主力としているそうだ。

千葉北インター店オープン

WHEEL
CHEMICAL
GOODS

GOODS

tel.03-5431-8811

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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FAX 03-5431-8882

□高価下取り

CHEMICAL

車両販売だけではなく 、
カスタムや
チューニングもオマカセあれ

全国各地に中古車販売ネットワークを

広げる「フレックスグループ」
。各店舗ご

□中古車販売

とに専門車種を扱うことで知られるが、

そんな中古車販売の最大手というバッ

□輸入パーツ販売

世田谷環七店はミニを専門に扱う店舗だ。

□オリジナルパーツ
販売

クボーンもあり、販売中心のミニショッ

□チューニング

プと思われることも多いそうだが、カス

□レストア

タムやチューニングなども得意としてい

フレックス Mini 世田谷環七店
www.flexnet.co.jp/mini

フレックス Mini 世田谷環七店 〒 154-0023 東京都世田谷区若林 5-1-10 TEL 03-5431-8811
営業時間 10:00 ～ 20:00 定休日 水曜日 http://www.flexnet.co.jp/mini
□鈑金・塗装

る。現に納車の際に顧客が希望する仕様

Special
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当たりのよいキャラクター
で顧客からの信頼も厚い。

に仕上げるのは当たり前のことで、あら

ゆるリクエストに応えてくれるそうだ。

□自社工場

ちなみに東京・世田谷という地域柄か、

15

免許を取ったばかりのビギナーや女性が

来店することが多いそうで、常時 台前

モデルが中心。もちろん、内外装＆機関

□車検
一般整備

'97

FLEX MINI SETAGAYA

SHOP DATA
□各種ローン
取扱い

後という在庫車両は、 年式以降のＡＴ

東京都世田谷区

系とも抜群のコンディションで提供して

三軒茶屋 IC

いる。価格をお値ごろに設定するため、

子堂

在庫車の回転はかなり速く、そのため在

西太

車両の質に関しても自信アリ。専門店ならではの入念な
チェックを施すことで、安心して乗ることができるミニを
提供している。

庫情報はＨＰで確認するのが一番とのこ

太堂子小学校

若林

好きという環七世田谷店の
店長を務める山岡さん。人

と。フレックスで安心してミニを楽しん

GS

★

世田谷若葉幼稚園

tel.043-286-0333

□レッカーサービス

環七

318

FAX 043-286-0338

□高価下取り

コジマ電器
太堂子中学校
菅外科整形外科

でほしい。

9

中古車大手ならではの
程度重視の品揃え

□中古車販売

7

店」は、 年 月にオープンしたばかり

'12

'11

「フレックス Ｍｉｎｉ千葉北インター

のお店が日本でもっとも新しいミニ

□輸入パーツ販売

TEL 043-286-0333

の新旧ミニの専門店。 年 月現在、こ

倍という敷地面積をもつ同店

3

ショップかもしれない。世田谷環七店の
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1

およそ

□オリジナルパーツ
販売

台の車両をじっくり確認することがで

□チューニング

は、販売車両も余裕をもって配置。 台

□レストア

1

フレックスではクルマ情報満載のフ
リーペーパー「FLEX NEWS」を発行。
世田谷、千葉北の両店で手に入るぞ。

フレックス Mini 千葉北インター店
www.flexnet.co.jp/mini

フレックス Mini 千葉北インター店 〒 262-0004 千葉県千葉市花見川区大日町 1393
営業時間 10:00 ～ 20:00 定休日 水曜日 http://www.flexnet.co.jp/mini
□鈑金・塗装

きるのだ。
中古車販売の最大手だけあり、

販売車両はとにかく程度重視。
「走行距

離よりもまずコンディションを徹底

□自社工場

チェックしています」と中村店長も自信

FLEX MINI CHIBAKITA

SHOP DATA
□車検
一般整備

を持って話す。また千葉北店の大きなメ

千葉県千葉市

リットは、メンテナンスへのスピーディ

千葉北 IC

な対応。千葉北店の近くには、フレック

千葉脳神経
外科病院

ス各店の車両整備を引き受ける「フレッ

★

クス稲毛民間車検工場」があり、オイル

千葉金属工業

交換などの軽作業から、エンジン・ミッ

こてはし台
公園

ションのオーバーホールといった重整備

柏井浄水場

八幡神社

まであらゆるニーズに対応してくれる。

こてはし台
中学校

グ ル ー プ 店 な ら で は の 連 係 プ レ イ は、

ユーザーにとってのメリットも高い。

16

千葉北 IC 近くにある「フレックス稲毛
民間車検工場」
。フレックスのミニはす
べてこの大きな工場で整備されている。

フレックスグループのなかで
も一、二を争うほどのミニ

WHEEL

ゆったり明るい雰囲気の待ち合い＆商談
スペース。
奥にはキッズスペースもあり、
お子さま連れのユーザーも安心だ。

ニ選びのはじめの一歩に、ぜ
ひ当店をご利用ください」
。

「型に捕らわれたサービスを押し付けるのでなく、お
客さんがミニに求めているものをキチンと提案できる
ことが、当店の強みですね。オールペイントやインテ
リアカスタムなど、当店ではお客さんがやりたいこと
をリーズナブルに提供できる体制を持っていますか
ら、商談の際は遠慮なく相談して欲しいですね。期待
に応えることができると思いますよ」と山岡店長。

ELECTRIC

千葉北インター店でも世田谷環七店同様にミニのカ
スタマイズを行っているが、同店ではノーマルベー
スを求めるユーザーのほうが多い、と中村店長は話
す。
「ドレスアップしたミニも展示販売していますが、
ノーマルプラスアルファのクルマのほうが回転率が
いいですね。当店のミニは、これからミニに乗ろう
というビギナーの方に、
特にオススメのクルマです」
。

さまざまな商談が進められる待ち合
いスペースは、白を基調としたイメー
ジで、
女性からの評判も上々とのこと。

ELECTRIC

SHOP voice

SUSPENSION

SHOP voice

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

取材時に見つけた '00
年式の 40 t hアニバー
サリー。市場での人気
が高い最終形ミニだ
が、価格は 109.8 万
円なり。オリジナルの
フレックススタイルに
仕上げられている。

'97 年式ローバーミニ
1.3i ケ ン ジ ン ト ン。
ボディとホイールをソ
リッドブラックに塗装
したフレックスのリ
ニューアルミニだ。価
格は 85 万円。

の前は世田谷環七店の店長
を務めていた中村店長。
「ミ

173

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

172

東北エリア

関東エリア

中部エリア

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

関東エリア

EXTERIOR

近畿エリア

愛知県知立市

ガレージ J&B

中国・四国エリア

九州エリア

GARAGE J&B

tel.0566-83-5232

www.garage-jandb.co.jp

INTERIOR

INTERIOR

ボディケアにも力を入れているガレージ J&B。'12 年 3
月にコーティング専用のブースを開設。最新のボディ
コートで愛車を艶やかなピカピカボディにしてくれる。

□オリジナルパーツ
販売

SUSPENSION
GOODS
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□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

グリーンを基調とした外観のガレージ J&B の本社
ショールーム。玄関前には中古パーツコーナーも設
置。掘り出しアイテムが見つかるかも !?

'64 年製 MkⅠのボディ
をベースに、'95 年に坂
野社長が英国スピード
ウェル社にオーダーした
スプリント。もちろん同
社によるチューニングも
施されている。車両本体
価格 480 万円。

□各種ローン
取扱い
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□チューニング

Photo & Text = Yoshio Takeno

GOODS

□レストア

国道1号線に沿ってズラリと並ぶミニの展示車両はなんと50台オーバー！その１台１台には、
四半世紀近い長年の経験とノウハウを軸にした技術が注ぎ込まれている。
その技術は、モディファイにメンテナンスと、ボクたちのミニライフも支えてくれるのだ。

3

ガレージ J&B 〒 472-0003 愛知県知立市牛田 1-8 TEL 0566-83-5232 FAX 0566-83-5332
営業時間 10:00 ～ 19:00（日曜日・祝日は 18:00 まで） 定休日 月曜日 http://www.garage-jandb.co.jp
□鈑金・塗装

圧倒的な台数の在庫車とパーツ、
確かな技術で
ミニライフをきめ細かくトータルサポート

CHEMICAL

'13

オリジナルブランドの
パーツもラインナップ

周年を迎える老舗のミニスペシャル

25

「ガレージＪ＆Ｂ」は、 年 月で創業

ショップ。長年の経験により蓄積された

整備の技術はまさに「ミニを知り尽くし

た」という形容がふさわしい。メンテナ

ンスやチューニング、レストアなど、あ

らゆるミニ乗りの要望にしっかり応えて

くれるのだ。

台以上のミニを在

50

本社ショールームの向かいにある広大

な展示場には常時

庫。高年式のエアバッグミニからオール

ドミニまでよりどりみどり。ズラリと並

ぶミニの姿はまさに圧巻だ。オールドミ

□自社工場

ニへの造詣も深く、ショールームにはエ

□車検
一般整備

ンスー垂涎の当時モノパーツを数多く取

SHOP DATA

'60

りそろえている。これらはすべて、代表

牛田

の坂野純平さんが直接英国現地で買い付

富士病院

さらにオリジナルパーツもプロデュー

1

けている逸品たちだ。

★

ス。自社ブランド「クラシックＪ」のほ

ローソン

GS

か、浜松のディンキーと共同の「 Ｓス

牛田 IC

'60 年代の当時モノパーツも多数取りそろえている。これらの 本社から少し離れた場所にある新ショールームにはレーシング
アイテムはすべて坂野社長が英国に出張し直接仕入れている。 カーやシングルナンバー MkⅠなどのビンテージミニが保管され
クルマだけでなく当時モノの知識も非常に豊富なのだ。
ている。また、エンジンなど中古パーツもストックされている。

WHEEL

「ミニの生産終了から 10
年。パーツがなくなるので
は？ と危惧される方もお
られると思いますがご心配
なく。パーツがなくなって
もボクたちが作りますか
ら」
。心強いひとことだ。

WHEEL

ELECTRIC

ELECTRIC

代表の坂野純平さんはアイビーブームのときに青春
期を過ごしたいわゆるアイビー世代。
「当時、ミニ
はボクにとって憧れのクルマでした。そのミニを扱
うショップを始めてもうすぐ 25 年。大好きなミニ
を 1 台でも多く残すため、常に凛とした姿勢でキ
チッと仕事をしていきたいと考えています」
。1 台
でも多くのミニに手を差しのべ、走れるようにする
ことが使命だと話す坂野さんとガレージ J&B のス
タッフたちは、その使命を果たすべく日々の整備と
技術向上に励んでいる。
「しっかりと手を入れてい
るミニは、走行距離が長くてもへっちゃらなんで
す」
。同店のコダワリの整備は、ホームページでも
詳細に解説しているのでご覧いただきたい。

タイル」をリリースしている。

CHEMICAL

SUSPENSION

SHOP voice

よしだ
クリニック

Special
Shop Guide

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

トラディショナルな雰囲気の本社ショールーム。テーブルではガレージ J&B オリジナルのキャンディがお出迎え。店内にはマフラーやショック、
ステアリングやインパネ、
小物類などオールジャ
ンルのパーツがぎっしりと展示されている。大きな自社工場はリフト 4 基を完備。サイドスリップも設置されている。インジェクションミニの整備には欠かせないテスターも用意。旧ローバー
の「マイクロチェック」のほか、ニューミニも診断できるコンピューターも完備されている。さらに、2 年間保証付きのメンテナンスメニュー「2 年安心保証パック」も用意されている。

419
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中国・四国エリア

九州エリア

Kings Road NAGOYAKITA

キングスロード名古屋北店

tel.0568-71-5905

www.kingsroad32.co.jp

INTERIOR

INTERIOR

□レッカーサービス

SUSPENSION
CHEMICAL

Photo = Masayoshi Mizukawa

Text = Hideyuki Takane

店舗の入り口前には屋根付きのベンチ「ガゼボ」が
2 基設置されており、くつろぐ常連客が多い。イベ
ント時には BBQ を行う場所だ。

ファクトリーは隣接する別棟も合わせて整備リフト
が 3 台あり、充実した設備で幅広い整備メニュー
やチューニングに対応してくれる。

キングスロード名古屋北
店には、ミニのレンタ
カーもある。購入前に 1
日借りて、オーナー体験
をする人も多い。料金は
12 ｈで￥10.500 ～。

□各種ローン
取扱い

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

Special
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□高価下取り

ミニの専門店は、修理技術やカスタマイズの知識が豊富なプロショップというのが一般的。
「キングスロード名古屋北店」は、そんな既存のショップとはちょっと違う。ミニに乗ることの楽しさを、
あらゆる方向から感じさせてくれるお店なのだ。

GOODS

FAX 0568-71-7585

ミニに乗る楽しさを再認識させてくれる、
ミニ好きたちの温もりに満ちたプロショップ

CHEMICAL

週末ともなれば、全国から
お客さんが集まり大賑わい！

ズラリと並んだミニたちを見て、
「中

□中古車販売

古車の在庫が豊富なショップだな」と思

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

われるかも知れない。しかし、
「キング

□オリジナルパーツ
販売

スロード名古屋北店」のスタンスは一種

□チューニング

独特なものだ。もちろんミニは売ってい

□レストア

るし、メンテナンスやチューニングもし

□鈑金・塗装

てくれる。お客さんたちとツーリングに

キングスロード名古屋北店 〒 485-0084 愛知県小牧市入鹿出新田 522-1 TEL 0568-71-5905
営業時間 10:00-20:00 定休日 水曜日
URL http://www.kingsroad32.co.jp Kings Road Depot http://www.kingsroad32.com/

行ったりレースを楽しむこともある。違

うのは、その中身が非常に充実している

のだ。ミニを選んだという感性を共有で

きた仲間と、ミニを含めた楽しい時間を

共有するための仕掛けがいくつもある。

□自社工場

そのサービス精神に満ちた姿勢は、クル

□車検
一般整備

マ屋ではなく一流のサービス業に近い。

SHOP DATA

また、そうした店の姿勢に共感する常連

11

客も協力するから、一層盛り上がる。そ

至東京

んな評判を聞き付けてか、
このお店には、

小牧 IC

全国から新規のお客さんが集まってく

東名高速道路

る。とにかくキングスロード名古屋北店

至名古屋

155

の楽しさは、このスペースにはとても書

★

き切れない。是非一度、それも週末にこ

★

の店を訪れてみることをおすすめする。

デポ

DEPOTの一角にはカフェ
「BRUNCH KUMI」
が。
イングリッシュ キングスロード名古屋北店の店内。ご覧のように棚にはミニのパー
ブレックファーストや英国風カレー、英国直輸入の素材で作っ ツやグッズがギッシリ。これを見ているだけでも相当楽しめる。テー
たスコーンやコーヒーなどもミニを眺めながら楽しめるのだ。 ブルではミニ談義や愛車のメンテの相談をするお客さんの姿も。

WHEEL

「まだまだ引き出しはあり
ますよ」と、これからもミ
ニオーナーを楽しませてく
れる仕掛けをいろいろ考え
ている後藤代表。いつでも
サービス精神旺盛で、店内
を駆け回っている人だ。

WHEEL

ELECTRIC

ELECTRIC

「修理できるのは当たり前、ミニを買って乗って、
さらにその先にある楽しみを知ってもらうのがウチ
のコンセプトです」と後藤代表。ミニライフを楽し
んでもらうための大切なポイントが「お金を使わな
いこと」なのだとか。
「ただし、そのためには車検
時にはしっかりとメンテナンスすることが大事で
す。ミニは２年ごとの車検のときだけ、しっかりと
メンテナンスしてやればトラブルを未然に防ぐこと
ができるので、そんなにお金がかからないクルマな
んですよ」
。負担が少ないから、その分はカスタマ
イズのパーツ代やツーリングなどのガソリン代に費
やせる。そんな姿勢のお店だから気軽に遊びにも来
られるということなのだ。

号
高速
名古屋

GOODS

SUSPENSION

SHOP voice

至布袋

Special
Shop Guide

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

オシャレなアプローチからモダンな建物へと向かう別館 DEPOT。ところが 2 階の入り口から一歩店内に入ると、一気に英国文化で満たされた空間で、まるで別の世界へと迷い込んだような
不思議な感覚におちいりそうになる。ミニのビンテージパーツやアクセサリーのほか、英国らしいグッズやファッションなど、あらゆるものを英国の雰囲気にこだわっている。その一角にはガ
レージ風に囲まれた空間もあり、
「ミニとこんな環境で過ごしたい」と思わせるはず。実際、ここに触発されてミニのガレージハウスを建ててしまったオーナーが何人もいるのだ。

名古屋北店
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大阪府松原市

キングスロード本店

中国・四国エリア

九州エリア

Kings Road

tel.072-338-3232

www.kingsroad.co.jp

INTERIOR

INTERIOR

□オリジナルパーツ
販売

SUSPENSION
ELECTRIC
WHEEL
CHEMICAL
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□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

Text = Yoshio takeno

□レッカーサービス

パーツだけでなくグッズ類も数多くリリース。ユニ
オンジャックの座布団やクッション、よだれかけは
ミニ乗りなら誰もが知っている定番アイテムだ。

'98 年式クーパーヘリテ
イジ。キングスロード厳
選の販売車両だ。同店独
自の 64 項目のメニュー
で徹底整備したベストコ
ン デ ィ シ ョ ン な 1 台。
価格 147 万円。

□各種ローン
取扱い

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide
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Shop Guide

□チューニング

Photo = Jiro Shinkawa

GOODS

□レストア

全国各地にフランチャイズ店と代理店、フレンドシップ店を擁するキングスロードグループ。
その総本山が大阪府松原市にある「キングスロード本店」だ。
プロショップとサプライヤーというふたつの顔をもち、全国のミニ乗りをあらゆる方向からサポートしている。

大きな自社工場も完備。納車前の 64 項目点検整備
やアフターのメンテナンスはここで徹底して行われ
る。ドレスアップ＆チューニングも OK だ。

キングスロード本店 〒 580-0016 大阪府松原市上田 4-762-2 TEL 072-338-3232 FAX 072-338-9898
営業時間 10:00 ～ 20:00 定休日 水曜日 第 1・3 火曜日 http://www.kingsroad.co.jp
□鈑金・塗装

上質のミニを在庫するプロショップであると同時に
サプライヤーとして全国のショップにパーツを供給

CHEMICAL

万全のパーツ供給体制と
完全整備でミニ乗りをケア

ンチャイズ店と５つの協力店、ふたつの

フレンドシップ店を擁する「 キングス

ロードグループ」の本部でもある。同店

「キングスロード本店」は、全国のフラ

キングスロードオリジナルのフロアマット。おしゃれ
なチェック柄でカラーバリエーションも豊富。ヒール
パッドも左右に装備されている。価格 ¥10.500。

はミニのスペシャルショップであると同

時に、グループ店をはじめとした全国の

ショップにパーツを供給するサプライ

ヤーという顔も持つ。取り扱う商品は、

キングスロードブランドのパーツや九州

代理店「ＤＯーＴＥＴＳＵ」との共同開

発で作られた「ＯＮＬＹ」ブランド、そ

して海外メーカーのアフターパーツや純

正パーツなど幅広い。店内にはこれらの

3

パーツやグッズ類も数多く展示。また販

□自社工場

1

売車両も多数取り扱っており、これらは

□車検
一般整備

5

すべて 年間の通常保証、 年間の特別

SHOP DATA

保証、さらに 年間のプレミアム保証が

★

設定されている。これは全国から高品質

河内松原

な車両を厳選する仕入れ体制と、完全な

高見ノ里

納車整備をするサポート体制があってこ

309

そ。もちろん一般ユーザーのミニの整備

松原 IC

阿呆 2 丁目

もキッチリ行ってくれる。

至三宅

右上／ ONLY レッドアース。国内最高品質を誇るアースコード。価格 ¥16.800。
左上／ ONLY レッドサンダー。驚きの点火チューンを実現。価格 ¥20.790。右下
／サイクロン。トルクフルな走りと低燃費を実現。価格 ¥7.560。左下／ ONLY
シルバーフリクション。ブレーキダストを防ぎ制動性も抜群。価格 ¥14.700。

WHEEL

キングスロード本店のス
タッフのみなさん。同店で
はツーリングなどのイベン
トも主催し、ミニを使った
楽しいライフスタイルをプ
ロデュースしてくれる。

ELECTRIC

「
『ミニ専門店としてできる最大限の活動と、ミニ
ユーザーの笑顔を見るために！』
をモットーに、
日々
感謝の気持ちと笑顔の接客を欠かさないよう、ス
タッフ一同心がけております」
。と店長の薬師寺勲
さん。充実の品揃えとサービスはもとより、安心の
ミニライフを過ごしてもらうためのメンテナンスも
全力で取り組んでいる。
「ミニに精通したメカニッ
クによる安心整備は、常に技術の向上を図っており
ます。そして、その裏付けとして販売車両には長期
の保証制度を導入しております」
。購入からメンテ
ナンス、ドレスアップやチューニングまで、ミニラ
イフのすべてにわたって力になってくれる頼もしい
スペシャルショップだ。

阪和自動車道

GOODS

SUSPENSION

SHOP voice

至美原

Special
Shop Guide

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

右／明るく広々としたショールーム。キングスロードオリジナルや ONLY ブランドのパーツのほか、国内外のミニ専用アイテムが多数展示販売されている。左上／プラグコードやアーシング、
エアクリなどジャンルごとに展示。右側に並ぶボトルは同店オススメのオイル「EPL」の添加剤「PL-500」のユーザーのボトルキープだ。左下／年に 2 回のツーリングは大盛況！
！

松原市民病院前
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GARAGE ANDO

tel.089-993-0152

www.garage-ando.co.jp

INTERIOR

INTERIOR

SUSPENSION

「オープンして今年で 23 年を迎えるショップです。
カスタムやチューニングも得意ですが、ミニの好調
を維持するためにまずは基本のメンテナンスをしっ
かり行うことをすすめています。ノーマルのベスト
な状態のミニを味わってから、チューニングを楽し
んでください。
自分のクルマの現在の状態を把握す
ること、それが快適にミニを楽しむための第一歩で
す。そのために必要な一般整備から修理、レストア
やチューニングまで、何でもお気軽に相談してくだ
さい。公認車検を取得して、
自由なモディファイを
楽しみながら、安心して公道を走れるミニを造りま
す。年 1 回のバースデー運動会のほか、
イベントや店
での催しにも是非参加してくださいね」
と安藤代表。

ELECTRIC

CHEMICAL
GOODS

Photo ＝ Hiroshi Iwamura

GOODS

□レッカーサービス

一般的なメンテナンスからエンジンやミッションの
オーバーホールなどの重整備、
さらにはレストアと、
至極のミニたちはここから生まれるのだ。

デモカーは同時点火のインジェクション車を点火系のみ独立した ECU で制
御。点火時期を最適化したことで大幅なトルクアップが実現している。外装
もご覧のとおり走る気満々のルックス。また、リアシートなどを取り外して
（もちろん 2 名乗車へ構造変更済み）60kg の軽量化を達成。タイヤは 10
インチ化。街乗りからサーキットまで楽しめる仕様となっている。

□各種ローン
取扱い
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□高価下取り

トラッドな雰囲気かつ、基本設計の確かさから生まれた「走りと実用性の高さ」。
そんなミニの良さを残しつつ、万全の整備体制とチューニングノウハウで、
毎日楽しめるミニを造り上げてくれるのが「ガレージ・アンドー」なのである。

広々としたファクトリーは設備が充実しているだけ
でなく、雰囲気も抜群にいい。
「自分のミニもここ
で直してもらいたい」そんな気にさせる工場だ。

FAX 089-993-3065

□中古車販売

英国らしい雰囲気、スポーツ性と実用性の両立、
そんなミニの長所を味わい尽くしたいなら……

CHEMICAL

英国車のミニの魅力を存分に
楽しめる「四国にある英国」

英国車のミニを楽しむのなら、雰囲気

から楽しまないと。そんなメッセージを

感じさせる建物のショップが
「ガレージ・

アンドー」だ。グリーンとホワイトを基

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

調に赤いストライプをアクセントとした

□オリジナルパーツ
販売

外観は、
英国の街角にあるお店そのもの。

□チューニング

細かい部分にまでこだわった店舗からし

□レストア

て、オーナーの安藤政志さんの姿勢が伝

□鈑金・塗装

わってくる。
「ミニらしさを楽しむため

ガレージ・アンドー 〒 799-2426 愛媛県松山市中西内 624-6 TEL 089-993-0152
営業時間 10:00 ～ 20:00 定休日 木曜日 URL http://www.garage-ando.co.jp

には、イジったとしても英国の香りは残

しておかなくてはダメだと思っていま

す。
それに貴重なビンテージモデルでも、

走らせて楽しまなければ意味がないと思

いますし、サーキットで走りを楽しむと

□自社工場

しても個人オーナーならナンバー付きで

□車検
一般整備

合法的に公道を走れる仕様であることが

SHOP DATA

大事です 」
。一次的に熱中するあまり、

至玉川

公道を走れないクルマにしてしまうと、

★

後々後悔することにもなりかねない。公

ローソン

道で走りと実用性を兼ね備えてこそカッ

至今治

196

焼肉
嵯峨

コ良い。そうしたモディファイが同店の

聖カタリナ
短大

最も得意とするところだ。

至旧 R196

英国のオールドパブを再現したカウンター。調度品はすべて
英国から輸入した本物だからこそ、この雰囲気になるのだ。
ここでミニについて語らうのは、堪らない時間となるはず。

ファクトリーの一角には機能パーツやカスタムパーツがディス
プレイ。手に取ってデザインや機能の違いを実感できる（写真
上）
。郵便受けや玄関ドア、
照明などもすべて英国製（写真下）
。

WHEEL

ガレージ・アンドーのオー
ナー、
安藤政志さん。
ミニに
対して人一倍の情熱をもっ
ている人だ。クルマ以外も
アンティーク家具やワイン、
オーディオなど多趣味なの
で、
会話もとても楽しい。

WHEEL

ELECTRIC

SUSPENSION

SHOP voice

至松山市内

Special
Shop Guide

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

建物中央のエントランスは通路も凝った造りで、中庭から奥にあるファクトリー棟へとつながっている（写真左上）
。通路を挟んで左右に分かれるショールームは、どちらも英国らしい雰囲気にあふれ
ている。道路から向かって左（写真左下）は、カスタム仕様のデモカーや厳選中古車、アクセサリーパーツが置かれたスペースで、右（写真右）は安藤さんが最初に買った MkⅠクーパーのチューリッ
プラリー仕様を中央に置いて、周囲にはくつろぎのためのチェアを配置している。ちなみにこの MkⅠは 305 のコンクールデレガンスで準優勝に輝いたことがある記念のミニだ。

ENEOS

181

EXTERIOR

008

中部エリア

180

東北エリア

関東エリア

中部エリア

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

関東エリア

EXTERIOR

近畿エリア

中国・四国エリア

福岡県福岡市

ドゥテツ

九州エリア

DO-TETSU

tel.092-504-8111

do-tetsu.com

INTERIOR

INTERIOR

クルマとパーツの在庫、
サービスともに
日本最大級の規模を誇るメガストア
九州は博多、福岡空港の近くにある「DO-TETSU」は、日本有数の大規模なミニのメガストアだ。
その「メガ」は店舗の規模やクルマの在庫、パーツの品揃えといったハードだけにとどまらない。
整備やモディファイなどのサービス、ミニを使った遊びの提案など、ソフト面でもメガなのだ。
Photo = Hidefumi Tanabe

Text = Yoshio Takeno

GOODS

□車検
一般整備

□自社工場

ドゥテツ 〒 816-0063 福岡県福岡市博多区金隈 1-26-14 TEL 092-504-8111
営業時間 10:00 ～ 20:00 定休日 水曜日 第 1･3 火曜日 http://do-tetsu.com
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

広い店内には整備待ちの間もくつろげるテーブルや
商談カウンターを設置。右側のテーブルからは工場
での整備の様子を眺めることができる。

FAX 092-504-7222

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

店内には同店とキングスロードとのコラボで生まれた
ブランド
「ONLY」をはじめ、大量のパーツが展示販売
されている。ミニ乗りの物欲を刺激してくれる空間だ。

Mk Ⅰ仕様に仕上げられ
た '95 年式ミニクーパー
1.3 ｉ。同店の在庫車は
オリジナルが多いが、ク
ラシックスタイルなどの
モディファイも得意とし
ている。

□各種ローン
取扱い
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-

SHOP DATA

CHEMICAL

高品質を誇るユーズドミニは
１年間修理無料の保証付き

30

九州最大のミニプロショップ「ＤＯ

ＴＥＴＳＵ」の在庫するミニは常時 台

以上。そのすべてが、代表の織畠哲朗さ

んが全国の中古車市場から厳選した極上

車。それを自社工場でキッチリ整備し、

ユーザーの手元に届けてくれる。しかも

1

全車のエンジン・ミッション本体に安心

の５年間保証。納車後 年はプレミアム

パ ー フ ェ ク ト 保 証 が つ い て い る の だ。

パーツの品揃えも豊富で、メンテナンス

系。ドレスアップ、
チューニング、
ボディ

パーツにいたるまで幅広く網羅してい

る。また「ＯＮＬＹ」ブランドのオリジ

ナルパーツもリリースしている。さらに

同店では、ミニを媒体とした「遊び」も

プロデュース。
年に２回開催される
「スー

パーツーリング」は毎回１００台以上も

のミニが参加。多いときは２００台を超

えるというからまさにギネス級だ。購入

スポーツ
ＤＥＰＯ

からモディファイ、さらに遊びといった

3

カレー
一番館

南バイパス

IC

ソフト面まで、トータルでミニの楽しさ

3

福岡都市高速

太宰府

九州道

ポプラ

〜

ＥＮＥＯＳ

松露饅頭

月隈
IC

★

を提供してくれるのだ。

至北九州

動性を高めた 12 インチ用ブレー
キパッド。価格 ¥14.700。
左／ ONLY コイルスプリング。
高強度新素材 SW1200 を採用。
街乗りからスポーツ走行まで高水
準のドライブフィーリングが実現
する。価格 ¥67.500。

WHEEL

WHEEL

ELECTRIC

ELECTRIC

右／ ONLY シルバーフリクショ
ン。ブレーキダストを抑えつつ制

代表の織畠哲朗さん。程度
極上のミニを見極める目
は、同業他社のショップ
オーナーにも高く評価され
ている。近隣には姉妹店で
あるニューミニとジムニー
の専門店も。

ジョリーパスタ

CHEMICAL

SUSPENSION

右／ＥＰＬ ＰＬ ５- ００。エンジン・ミッショ
ンのフリクションを軽減するオイル添加剤。価

DO-TETSU は、どんなユーザーでも気兼ねなくお
店に遊びに来られるように、
レースやチューニング、
オールドミニといった特化したカテゴリーを敢えて
持たない、
というスタンスをとっている。とはいえ、
そこはミニのプロフェッショナル。それぞれのジャ
ンルに精通し、あらゆるユーザーのあらゆるニーズ
に応える体制をしっかり整えている。同店は 24 年
間ミニを扱ってきたキャリアをもつ老舗でもある。
「オールマイティ」というショップのスタイルは、
その経験とノウハウがあってこそできるものなのか
もしれない。それもあってか、同店に通うミニ乗り
は、免許取りたての 10 代から 80 代まで幅広く、
先述のツーリングにも年齢、性別を問わず多くの人
たちが参加している。

格￥１５７５０。左／ＥＰＬ ミニハイクオリ
ティオイル。ＥＰＬがミニのために開発したミ

ニ専用エンジンオイル。価格￥９４５０。

SHOP voice

福岡国際空港

GOODS

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

右／広い作業スペースと充実した設備を誇る自社工場では、納車前のユーズドミニやユーザーのクルマが熟練メカニックの手でしっかり整備される。ドレスアップやチューニングもすべてお任
せのファクトリーなのだ。左上／程度極上の販売車両は納車前に徹底整備。そのきめ細かさも同店の大きな特徴だ。64 項目に渡る点検メニューを用意し、消耗品をすべて交換するなど新車同
様のクオリティに整備してくれるのだ。左下／ DO-TETSU といえばスーパーツーリングが有名。年に 2 回開催されるツーリングは単独クラブとしてのツーリングでは世界一！
！

至久留米

183

EXTERIOR

009

中部エリア

182

中部エリア

011

茨城県那珂市

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

M's COLLECTION

エムズコレクション

tel.029-295-8868

www.ms-mini.com

ミニが大好き！ そんな人に愛されるお店です

関東エリア

中部エリア

010

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

British Garage REV

福島県福島市

ブリティッシュガレージ レブ

tel.024-554-4426

www.bg-rev.com

「乗るからには楽しもう！」の情熱で東北ミニシーンをけん引

ミニが好きならば気軽に立ち寄って欲しい。
「エムズコレクション」は、そんなフレンドリーな雰囲気を
持つプロショップ。良質のサービスは定評があり、ビギナーや女性からも頼りにされるお店なのだ。

「ブリティッシュガレージREV」は、20１3年でオープン20周年を迎えるスペシャルショップ。
メンテナンスからミニの楽しみ方までバックアップしてくれる東北ミニ乗りの心強い味方だ。

Photo & Text = Fumiaki Hara

Photo & Text = Yoshio Takeno
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□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□チューニング

GOODS

□レストア

CHEMICAL

□鈑金・塗装

WHEEL

ブリティッシュガレージ レブ 〒 960-0101 福島県福島市瀬上町字四斗蒔 29 TEL 024-554-4426 FAX 024-554-4428
営業時間 10:00 ～ 19:00（金曜日は 21:00 まで） 定休日 火曜日 ( 月曜日が祝日の場合、月火連休 ) イベント開催日 http://www.bg-rev.com

ELECTRIC

ミニを長く楽しむための
あらゆるメニューを提案

外車はよく壊れる、お金がかかる』とい

「 開業した当初は、まだ『 ミニは外車。

う先入観が強かった時代でした。ボクは

それを打開すべく、今まで仕事をしてき

ました」と「ブリティッシュガレージＲ

ＥＶ」の代表、
小野真美さんは話す。
「そ

もそもミニは半年点検が義務化されてい

た時代のクルマ。定期的なメンテは必須

なのです。そういった話をお客様にする

と、みなさん納得されますね」
。そこで

年点検相当の「 パーフェクト

1

ＲＥＶでは、半年ごとの「ハーフチェッ

ク 」と

チェック」というメニューを用意し、ミ

□自社工場

ニに長く健康的に乗り続けるための体制

□車検
一般整備

を作っている。レース活動も精力的に

□各種ローン
取扱い

行っている同店だが「チューニングの押

SHOP DATA
□レッカーサービス

387

代表の小野真美さん
（右）と
スタッフのみなさん。東北の
ミニ乗りたちをメンテなどの
ハード面、
イベントなどのソ
フト面の双方からバックアッ
プしてくれる強い味方だ。

毎年エビスサーキットで開催される「ミ
ニサーキットフェスティバル」
。REV は
このイベントの事務局でもある。

しつけはしない主義です」と小野さん。

JA

うスタンスで、整備だけでなくツーリン

いちい

グやイベントなど、ミニを介した遊びも

□高価下取り

至郡山

提案。ミニライフをトータルでバック

□中古車販売

★

福島飯坂 IC

アップしてくれる頼もしいお店だ。

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

GS

セブン
イレブン

□オリジナルパーツ
販売

13

4

卸
町
駅

□チューニング

至仙台

東北自動車道

福島北署

□レストア

REV 独自の「ハーフチェック」
「パー
フェクトチェック」
や、
レーシングカー
の製作はこの自社工場で行われる。

至仙台

!!

エムズコレクション 〒 311-0105 茨城県那珂市菅谷 3706-1 TEL 029-295-8868 FAX 029-298-8338
営業時間 10:00 ～ 20:00 定休日 水曜日 第 2.4 木曜日 http://www.ms-mini.com
□鈑金・塗装

店舗 2 階のショールーム。純正パーツ
や消耗品のほか、ドレスアップ＆チュー
ニングパーツも多数展示されている。

アメ商百貨店

ミニのすべての楽しみが
エムズコレクションにあり

特定のジャンルにこだわることなく、

ミニが好きな人が安心して楽しめるサー

ビスを提供する。これが創業時から掲げ

ている
「エムズコレクション」
のポリシー

だ。同店の提供するサービスは、ミニの

ことならばできないことはないというほ

ど多種多様に及んでおり、ユーザーが欲

する贅沢なリクエストに応えてくれる。

そんな真摯な姿勢を物語るのが徹底的に

低走行のミニを並べて良しとするのでは

なく、購入後のことを考えた内容を盛り

込んでいるのが注目のポイント。消耗品

を新品に交換する独自基準に加え、販売

車両にはすべて、電球ひとつまで無料の

３ヵ月保証までつけている。納車後も

６ヵ月無料点検を実施するなど充実の内

容だ。ちなみに店内には幅広くパーツが

□自社工場

用意されているが、そのなかでも消耗品

□車検
一般整備

コーナーの充実は特筆モノ。腕利きのメ

日立製作所

中古車店

SHOP DATA

6

カニックも在籍。エンジン・ミッション

大森茶寮

下菅谷

★

ケーズデンキ

349

のオーバーホールも大歓迎だ。

那珂
IC

明るい店内には多くのパーツが展示さ
れている。カスタム＆チューニング
パーツから消耗品まで充実の内容だ。

東北を代表するサーキットイベント「ミニサーキッ
トフェスティバル」
。小野代表はこのイベントの仕
掛け人でもある。
「東北でもミニのサーキットイベ
ントを……という声が各所からあがり、それならエ
ビスで開催しよう ! と東北各地のショップさんに
声をかけたのが始まりでした」
。主催団体の TMME
には現在 10 のショップが加盟している。

福島市郊外の国道 4 号線に面した「ブリティッシュガレージ REV」
。店外の展示場には販売車両に混じって、JMSA の
MOTUL998 チャレンジ・レーシングミニ「VALTAIN 号」も展示されている。

「ミニに乗るからには楽しもう！」とい

ブレーキの効きで悩むミニ乗りに朗報！
制動力を高めながらホイールも汚れず、
かつ鳴きもおさえるエムズ独自のブレー
キのセットメニューも用意している。

「ミニ生活を楽しんで欲しい。
その思いはスタッフ全員で
共有しています」と軍司代
表。
ほんわかな気分に浸れる
アットホームなお店だ。

“質”を追求する車両販売。単に高年式・

最新設備が導入された作業ピット。フ
ロアリフトも合計 5 台設置されており、
車検整備や修理、ボディレストアまで
迅速に作業を進めることができる。

SHOP voice

「お好みの仕様を伝えてもらえれば、お客様の予算
に合わせて納車までにその仕様に仕上げてお渡しで
きます。
遠慮なく希望をおっしゃって欲しいですね。
ちなみに当店では、他店購入の方でも入会可能なエ
ムズツーリングクラブを主催しています。さまざま
なイベントを頻繁に開催していますので、興味があ
る方はこちらにもご参加いただきたいですね」
。

在庫の中心は '97 年式以降のミニで、特に数が少なくなってきた限定車も充実。またキャブ車の在庫も多い。
「エムズ」に
来れば抜群のコンディションのミニを探すことができる。買取も積極的に対応している。

SUSPENSION

'65 年製スチュアート
＆アーデンスプリント
GT。上下を切り詰め
たスプリント・ミニの
元祖ともいえる名車。
小野さん秘蔵の愛車
だ。

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

信頼性の高い '97 年
以降のミニをベースに
MkⅠ仕様などのクラ
シックスタイルを造る
のがエムズのオスス
メ。安心とヴィンテー
ジ気分を同時に味わえ
るのだ。

SHOP voice

185

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

184

中部エリア

013

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

HEYM KOUBOU

茨城県つくば市

ヘイム工房

tel.0298-39-2123

www.heym.jp

関東エリア

中部エリア

012

近畿エリア

茨城県ひたちなか市

ガレージルーフ

中国・四国エリア

九州エリア

GARAGE RUF

tel.029-202-1299

www.garage-ruf.com

オーナーひとりひとりの自由なミニライフを提案

自分のミニライフを安心して相談できるプロショップ

10人のミニ乗りがいれば、10通りのミニの楽しみ方があるはず。そんなひとりひとりのユーザーの「ミニ観」を
引き出し、より自由度の高いミニライフを提案してくれるスペシャルショップがある。

あらゆる世代のミニに対して絶大な強みを持つ「ガレージルーフ」。
車両の販売から整備、レストアまで万全の体制でミニ好きのリクエストに応えてくれるのだ。

Photo & Text = Yoshio Takeno

Photo & Text = Fumiaki Hara

INTERIOR

16 センチスピーカー用 FRP ドア
ポケット（1 万 7800 円）
。

ENGINE

SUSPENSION

オリジナルアイテム＆パーツも豊富。
クーパー S タイプ 5.5J-10 ホイール
（2 万 4500 円 / 本）
。

WHEEL
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□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□鈑金・塗装

GOODS

ガレージルーフ 〒 312-0062 茨城県ひたちなか市高場 807-1 TEL 029-202-1299 FAX 029-202-1219
営業時間 10:00 ～ 19:30 定休日 木曜日 第 1・3 火曜日 http://www.garage-ruf.com

CHEMICAL

好評のクイック無料点検など、
ミニ購入後のアフターも充実

顧客から寄せられるさまざまな希望に

対して真摯に応えていく。これが創業時

より「ガレージルーフ」が大事にしてい

る営業スタイル。地元のミニ乗りたちか

ら絶大な信頼を受けるのは、ミニに対し

て確かなノウハウと技術を持つことに加

え、困ったときに頼りにできることが大

'97

きい。そんなガレージルーフの魅力は在

庫車両の質の良さ。人気の高い 年式以

40

降モデルからオールドミニまで幅広い世

代のミニを扱っており、常時 台以上と

いう在庫車のなかから探すことができ

る。どのミニにも共通することは、購入

後に安心して乗れる状態まで仕上げてい

□自社工場

る点。せっかく惚れ込んだミニに乗るの

□車検
一般整備

だから、ちゃんとしたミニに乗って欲し

□各種ローン
取扱い

いという想いから質にこだわっているそ

□レッカーサービス

趣味が高じてミニショップ
を開いたという代表の山田
一弘さん。生粋のミニフ
リークとして顧客からの信
頼も厚いプロフェッショナ
ルだ。

板金塗装を専門に行う第 2 工場。時
間に追われることなくじっくりとミニ
に向き合うことができるため、レスト
アの仕上がりにも自信があるそうだ。

うだ。当然、アフターメンテナンスにも

□高価下取り

力を入れており、プロのメカニックがそ

SHOP DATA

★

の場でミニの状態をチェックしてくれる

ファミリーマート

「クイック無料点検」は好評のサービス。

6

上手に利用してもらえれば、
とのことだ。

□中古車販売

ローソン

納車の際は自社工場にて 64 に及ぶ項
目を点検整備。エンジンやミッション
などの重整備もすべて自社にて対応で
きる体制を持つ。

セブン
イレブン

FAX 0298-39-2120

店内にはカスタム系から消耗品系まで
豊富なパーツが展示される。当時モノ
のパーツも豊富にストックがあるの
で、気軽に訪れて欲しいそうだ。

佐和駅

整備のプロフェッサーが提案する
自由なミニのモディファイ

つくば研究学園都市からほど近い場所

にある１軒のファクトリー。そこが「ヘ

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

イム工房」だ。代表の尾崎英一さんは、

□オリジナルパーツ
販売

整備工場、国産ディーラー、整備研究セ

□チューニング

ンターの講師、損害保険と自動車業界を

□レストア

長年歩いてきたまさにクルマのスペシャ

□鈑金・塗装

リスト。最も得意とする分野はＥＣＵを

□自社工場

はじめとした電気関係で、現在はつくば

□車検
一般整備

ヘイム工房 〒 305-0853 茨城県つくば市榎戸 158-1 TEL 0298-39-2123
営業時間 10:00 ～ 18:00 定休日 不定休 http://www.heym.jp

市の自動車整備士有志によるクルマの電

SHOP DATA

子制御システムや整備方法を研究する勉

つくば牛久 IC

強会を主宰している。また、鈑金塗装も

谷田部 IC

同店の得意分野。塗装ブースを完備し、

道

専門スタッフがハイクオリティなボディ

車

を造り上げてくれるのだ。クルマのあら

動

ゆるカテゴリーに精通した尾崎さんは、

自

ミニのモディファイに関してもとりわけ

磐

柔軟な思考をもっている。同店でのモ

常

自社工場は運輸局の認証
（5-1502）
。
足ま
わりやエンジン、
電装系などミニのあらゆ
る整備に精通している。

ディファイは、
ユーザー自身の「ミニ観」

★

を引き出し、それに適した自由なスタイ

354

ルを提案するというもの。もちろんクラ

赤塚公園

シックスタイルやレーシーといった定番

408

もセンス良く仕上げてくれる。

CHEMICAL

工場の隣には鈑金塗装のブースを完備。
専門スタッフがオールペンからボディ造
りまで高い技術で仕上げてくれる。

クルマのコンピュータの知
識とノウハウは特 A 級の
尾崎さん。インジェクショ
ンミニの整備は得意中の得
意というわけだ。

当店では幅広い年代のミニを扱っていますが、その
なかでも特に力を入れているのは '60 ～ '70 年代
のミニ。クーパー 1275S はもちろんモークなども
得意としています。販売だけではなく、修理やレス
トアなどもお任せいただければですね。購入後に関
しても適切なアドバイスを差し上げることができる
と思いますので、遠慮なくご相談ください。

敷地には販売車両がズラリ。
質にこだわった品揃えに定評があり、初めてミニを購入するというユーザーにも安心しておすすめ
できる。

WHEEL

明るい雰囲気の店内。ディスプレイで
も分かるとおり、
クラシックミニだけ
でなくニューミニにも力を入れている。

上横場

187

「オイル交換をするときに、同時に無料点検も行っ
ています。このときにお客様のミニをチェックして
『ここのパーツは後何 km 走ったら交換しましょう』
などと提案するわけです。
こうしてクルマを管理し、
お客様のランニングコストを極力軽くするわけで
す」と尾崎さん。クルマの健康管理もしてくれるう
れしいサービスだ。

つくば市郊外にある「ヘイム工房」
。メカのスペシャリスト尾崎さんは、ミニはもちろんバンプラやフィアット 500 の整備も
難なくこなす。整備士に ECU などコンピュータを教える講師ということもあり、同店にはテスター類も多く導入されている。

SHOP voice
ELECTRIC

ELECTRIC

SHOP voice

SUSPENSION

高年式車はもちろんだ
がオールドミニにも力
を入れており、整備、
修理はもちろん、レス
トアや各種カスタマイ
ズも承っているとのこ
と。
当時モノも得意だ。

整備で定評のあるヘイ
ム工房だがミニの販売
車両も多数在庫。写真
は '98 年式クーパー
1.3i。同店でメンテナ
ンスされてきた管理
ユーザー車だ。

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

INTERIOR

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

186

中部エリア

015

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

Garage CANTIC

埼玉県さいたま市

ガレージキャンティック

tel.048-834-6747

www.g-cantic.com

レースでの実績を自社製品にフィードバック。
技術とアイデアにあふれたお店だ

014

中部エリア

栃木県宇都宮市

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

MINI COOPER FACTRY bagpipe

ミニクーパーファクトリー・バグパイプ

tel.028-652-0064

mini-bagpipe.com

安心安泰のミニライフを提供してくれるファクトリー
長年にわたってミニを愛で、乗り続けてきたオーナーが営むスペシャルショップ。
ミニのマニアとクルマのプロ、双方の視点からみんなのミニライフをバックアップしてくれる。

純正部品でも形状や品質に満足がいかなければ独自の商品を造る。
その姿勢とアイデア豊富な商品たちは「キャンティック」が単なるショップでない証なのである。
Photo = Shinobu Ikeda

関東エリア

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

Photo = Shizuo Ito

Text = Yoshio Takeno

Text = Hideyuki Takene

ENGINE

ENGINE

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

SUSPENSION

'64年製オースチンミニ
クー パーMkⅠ970S。
クーパー S のなかでも
とりわけ稀少な970S。
フィエスタイエローの
個体はさらに稀少だ。

道
車
動
自
北
東

ELECTRIC
GOODS
Special
Shop Guide

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□中古車販売

GOODS

TEL&FAX 028-652-0064

CHEMICAL

ユーザーの視点とプロの腕で
長く乗り続けられるミニを製作

クルマ趣味を楽しむうえで、日常のメ

ンテナンスはとても重要なファクターに

なる。そして、それを安心してお願いで

きるショップと出会えれば、ミニライフ

□輸入パーツ販売

は安泰となるわけだ。「ミニクーパーファ

□オリジナルパーツ
販売

クトリー・バグパイプ」は、そんな安心

□チューニング

と出会えるお店だ。同店では、一般整備

□レストア

はもちろんエンジン・ミッションのオー

□鈑金・塗装

バーホールといった重整備、さらには鈑

□自社工場

ミニクーパーファクトリー・バグパイプ 〒 320-0065 栃木県宇都宮市駒生町 1377-3
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 不定休 http://mini-bagpipe.com

金塗装まで、クルマに関するすべてを自

□車検
一般整備

社にて対応してくれる。同店のオーナー

□各種ローン
取扱い

は長年にわたり、クルマのプロといちミ

SHOP DATA

ニ乗り双方の視点と手足でそれぞれの年

119

式のミニを感じてきたため、各モデルに

至鹿島 IC

適した整備をしっかり施してくれるの

★

だ。モディファイも得意。チューニング

コジマ電器

に関しては過度なチューンは行わず、バ

ヤマダ電器

「お客様のなかにはオイル
交換のたびにグリスアップ
する方もいますが、その方
のミニの足回りは実にいい
健康状態になってますね」

英国のティールームをイメージした
ショールームには、お茶が楽しめるく
つろぎのスペースも用意されている。

ランスのとれたライトチューンをユー

至宇都宮 IC

ザーに提案している。ベテランユーザー

□レッカーサービス

ネイビーブルーの壁面がお洒落なバグ
パイプの店舗。外からも同店自慢のミ
ニたちが見える。

のセンスとプロの技術でミニライフを

□高価下取り

設備もツールも充実した自社工場には
塗装ブースも設置。塗料はデュポン製
というこだわりだ。

しっかりサポート。実に頼もしいファク

FAX 048-832-7868

「ミニはもともと 50 年以上前に設計されたクルマ。
メンテナンスには特に気を配って欲しいですね」と
渡邊代表。
「最近は不景気ということもあって、足
回りのグリスアップをしない方が増えています。グ
リスアップをしていないミニは 3 ～ 5 年で足回り
が痛んでくるのです」
。ミニを長く乗り続けるため
には、定期的なメンテナンスが重要だと訴える。

オリジナルコンディションの MkⅠクーパー S やチューンドマーコスといったレアなオールドミニから、高年式のインジェ
クションミニまで厳選してミニを展示。同店の HP にはこれら在庫車の詳細が愛情たっぷりの解説付きで掲載されている。

トリーだ。

レースでは超強豪チーム
もちろん一般整備も得意

□中古車販売

12

時間耐久レースの連覇、さらにはス
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□輸入パーツ販売

プリントレースでも大活躍の「ガレージ

□オリジナルパーツ
販売

キャンティック」
。そうなるとどうして

□チューニング

もミニのレース屋さんというイメージを

□レストア

持たれがちだが、レース部門のスーパー

□鈑金・塗装

キャンティックはお客さんとレースを楽

ガレージキャンティック 〒 330-0071 埼玉県さいたま市浦和区上木崎 3-2-12 TEL 048-834-6747
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 水曜日 第 3 木曜日 http://www.g-cantic.com

しむためのブランドで、店舗であるキャ

ンティックはレースのためのチューニン

グだけでなくＡＴ車の車検整備といった

一般的なメンテナンスから幅広いモディ

ファイまで対応してくれるのだ。代表の

□自社工場

斉藤さんは、ローバージャパンの協力工

□車検
一般整備

場時代からミニを手がけており、長年の

SHOP DATA

経験による厳しい基準で信頼性の高い

与野東口
与野

パーツだけを選び抜いて使っている。純

上木崎 4

正パーツでは問題があるものや、アフ

さいたま
新都心

120

ターパーツでもひと工夫加えることでク

★

「中古車も良質なモノだけ
を用意しています」と斉藤
さん。その言葉からは、有
名店としての自負が感じら
れた。

別棟の自社工場には数多くのパーツの
中古品や単品では出ないパーツを整理
してストックしている。

ルマや整備性が良くなる場合は、オリジ

コクーン新都心

ナルのパーツを開発してしまうそうだ。

1

首都高の新都心出口からすぐと、都心か

新都心 IC

らのアクセスもいいため首都圏から幅広

首都高速

いユーザーが訪れる人気店だ。

至さいたま見沼

CHEMICAL

WHEEL

これまでに発明、開発されたミニ用アフ
ターパーツ。1 軒のショップが発信した
アイテムとしては驚くほど充実している。

「当店では女性ユーザーの割合が高いのですが、こ
のところ高年式のミニであっても一般整備がオー
バーホールなどヘビーな内容となってきています。
そういった重整備やモディファイを行う際、価格が
高いパーツほどいいとは限りませんから、目的や好
みに合わせたチョイス、リーズナブルで品質の高い
パーツを組み合わせることをおすすめしています」
。

WHEEL

様々なアクサリー、チューニングパーツ
が陳列される 2F のショールーム。ここ
でモディファイの相談も楽しそうだ。

SHOP voice
ELECTRIC

店舗は 2 階建てでエントランス隣は点検用とレースマシンのメンテ用のファクトリースペース。ここでスーパーキャン
ティックのマシンが造り上げられる。店舗 1F はショールーム、2F は豊富なパーツが並ぶ楽しいスペースになっている。
クルマでのアクセスの良さはもちろんのこと、京浜東北線の与野駅から徒歩 8 分と、歩いて行くことができるのもウレシイ。

SUSPENSION

国産車用のライトを組
み込んでかわいいい表
情となったミニバン。
左／かつて店舗だった
こちらのビルは 1F が
自 社 工 場、2、3F は
倉庫となっている。

SHOP voice

189

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

188

中部エリア

017

近畿エリア

中国・四国エリア

東北エリア

MIKI AUTO

埼玉県草加市

ミキオート

九州エリア

tel.048-930-5505

www.mikiauto.com

関東エリア

中部エリア

016

近畿エリア

中国・四国エリア

埼玉県越谷市

G -クライム

九州エリア

G-CLIMB

tel.048-971-1131

www.g-climb.com

ミニのパワーユニットの潜在能力を限りなく引き出して
くれるエンジンチューナー

豊富な販売車両と中古パーツがお出迎え
これからミニを買おうと考えているユーザー予備軍には豊富な在庫車。モディファイを楽しみたい、
賢くメンテしたいというミニ乗りには中古パーツ。どちらのニーズにも応えてくれるウレシイお店だ。

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

ミニのパワーユニットを専門にチューニングするショップだけに、そのこだわりは究極。
レーシングエンジンの精度で組んだＡ型エンジンのフィールを味わってほしい。

Photo & Text = Yoshio Takeno

Photo = Shinobu Ikeda

Text = Hideyuki Takane

ENGINE

ENGINE

DRIVE TRAIN
SUSPENSION

超軽量小型で高性能な
リチウムイオンバッテ
リーのスーパー B も
取り扱っている。

ELECTRIC
WHEEL
CHEMICAL
GOODS
Special
Shop Guide

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□輸入パーツ販売

GOODS

FAX 048-945-0603

CHEMICAL

全国からレース用カムの依頼が
来る「勝てるエンジン」のお店

ミニ専門のプロショップであり、しか

もエンジン性能にこだわるスペシャルな

ファクトリーが「Ｇクライム」
。通常の

メンテナンスや車検といった一般整備も

当然引き受けるが、全国のミニ専門店か

らもエンジンのオーバーホールやチュー

ニングを依頼されるほどの実力の持ち主

□オリジナルパーツ
販売

なのである。代表の渋江さんは、独学で

□チューニング

エンジン技術を習得した努力家。国内屈

□レストア

指の内燃機加工メーカーとともにハイテ

□鈑金・塗装

クノロジーなチューニングパーツを組み

G-クライム 〒 343-0007 埼玉県越谷市向畑 958-6 TEL 048-971-1131
営業時間 10:00 ～ 18:00 定休日 月曜日 http://www.g-climb.com

合わせ、念入りに仕上げられるエンジン

は、単なるオーバーホールや部品を組み

□自社工場

込んだチューニングとは一線を画するレ

□車検
一般整備

ベルに達している。オーバーホールも新

□各種ローン
取扱い

品のエンジン以上の精度を追求すること

□レッカーサービス

で、想像を超えた滑らかで緻密な回転

4

SHOP DATA
□高価下取り

★

分かりやすく量産エンジン
のクオリティの低さを説明
し、それを引き上げること
で、単なる部品交換とは異
なる次元のチューニングを
施してくれるのだ。

ファクトリー内部。エンジンの積み降
ろしはもちろん、入念にエンジンを組
む作業もここで行われる。

フィーリング、鋭いレスポンスとなり豊

老人ホーム
順正苑

かなトルク感が実現する。Ｇクライムの

!!

ノウハウによって仕上げられたエンジン

□中古車販売

102

北陽中学校

を知れば、Ａ型エンジンの知られざる魅
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□輸入パーツ販売

力を認識するはずだ。

□オリジナルパーツ
販売

新 号バ
イパス

□チューニング

80

千間台

□レストア

世界のトップコンストラクターが愛用し
ているスーパーテックのレーシングバル
ブ。
Gクライムがオーダーしたミニ専用だ。

4

20

ミキオート 〒 340-0001 埼玉県草加市柿木町 210-6 TEL 048-930-5505 FAX 048-930-5508
営業時間 9:30 ～ 19:00 定休日 水曜日 第 2･4 火曜日 http://www.mikiauto.com
□鈑金・塗装

WPC、DLC 処理された４速クロス
MT。
￥194.250。
ほかにもエンジンパー
ツの表面加工のみのオーダーも可能だ。

販売車両と部品取り車は
どちらも常時 台

埼玉県草加市の県道１０２号は国産、

輸入車の中古車店が多数並ぶクルマ屋銀

座。そこで唯一ミニを扱っているお店が

は 年に同店を開業。その前は関東有数

'91

「ミキオート」だ。代表の尾崎幹誉さん

の大手中古車店で店長をつとめていた自

動車業界の大ベテランだ。開業当初は国

産車をメインに扱っていたが、商品の一

12

部としてミニと接するうちにその魅力に

20

引き込まれ、 年前にミニ専門店に転換

した。同店では常時 台以上のミニを在

庫。エアバッグミニのほかキャブクー

パーやミニ１０００と、年式も幅広くあ

□自社工場

らゆるミニユーザーのニーズに応えてく

□車検
一般整備

れる。自社工場も完備し、通常のメンテ

SHOP DATA

ナンスはもちろんモディファイにもしっ

102

かり対応してくれる。同店のもうひとつ

東京外環自動車道

の強みは中古パーツ。部品取りのミニを

外環三郷西 IC

20

台保管し、そこから取り出した

市民温水プール

常時

柿木浄水場

パーツを多数販売しているのだ。メンテ

★

にもドレスアップにもうれしい、賢いミ

そうか公園

ニライフが楽しめるプロショップだ。

4

ミニだけでなく、国産車ユーザーから
の信頼も厚い。
また、
中古パーツを使っ
たメンテにも対応してくれる。

工場然とした佇まいに実力主義の気概が感じられる。ここに全国からチューニングのためにＡ型エンジンが集まってくるの
である。とはいっても、一般メンテナンスや車検、オイル交換なども気軽にお願いできる。

WHEEL

三角屋根がかわいらしい店舗。玄関の
前にあるミニはカスタムオーディオが
インストールされた変わり種だった。

「販売から整備までお任せ
ください」と尾崎さん。購
入前からその後のミニライ
フまでサポートしてくれる
頼もしい存在だ。

「ミニのエンジンは腰下がしっかりしているなら
ヘッドをチューンするだけでかなりパワーが上がり
ます。パワーアップするにはヘッドが重要なんです。
オリジナルのレースカムは先日の春のレースでも上
位をほぼ独占しました。300°
の作用角で 3000rpm
からトルクが出る特性です」と渋江さん。超精密加
工なヘッドのオーバーホールは￥63.000 から。Ａ
型エンジンの可能性を感じさせてくれる店だ。

ELECTRIC

店内には同店自慢の中古パーツのほ
か、
新品パーツも多数展示されている。
タイヤの在庫も豊富だ。

SHOP voice

「グッドプライス、グッドサービス、グッドメンテ
ナンス、グッドアフターでグッドなミニライフを提
供します」と尾崎代表。
「自社工場では適材適所で
中古パーツを活用したメンテナンスも行っておりま
す」
。おサイフにやさしく、かつ確実な整備を施し
てくれるのだ。ちなみに同店の中古車はすべて買い
取り。尾崎さんが厳選した上質車ばかりだ。

通りに面した展示場には色とりどりのミニが並ぶ。その数常時 20 台以上。その奥では部品取り用の車両をストック。その
数も同じく常時 20 台。部品取り車から取られた中古パーツは、リピーターもいるほどの人気商品になっている。

SUSPENSION

'91 年 式 キ ャ ブ ク ー
パー。Mk Ⅰ仕様にモ
ディファイされ、イン
テリアもベージュレ
ザーに。ウェーバーを
装備しエンジンルーム
の各所にメッキ加工
と、贅を尽くした仕様
に な っ て い る。159
万円。

DRIVE TRAIN

ギリギリまでバルブ径
が広げられたチューニ
ングヘッド。

SHOP voice

191

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

190

019

中部エリア

東京都中野区 / 埼玉県坂戸市 /
新潟県小千谷市

テムズガレージ

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

THAMES GARAGE

tel.03-3339-3219（東京店） 049-284-3211（埼玉店） www.thames.jp

関東エリア

中部エリア

018

近畿エリア

中国・四国エリア

千葉県印旛郡

ウエスレイク

WESLAKE

tel.043-496-3298

世界で1台だけの、
末永く乗れるMyミニを造ります

良質のミニを徹底的に仕上げることで誕生する「テムズ」のリニューアルカー。
世界で一番新車に近い！ 輝くばかりのミニを見れば、その言葉は誇張でないことは歴然だ。

千葉県酒々井町の「ウエスレイク」は、25年以上のキャリアを誇るミニと英国車のスペシャルショップ。
メンテナンスからフルオーダーでのミニ製作まで、あらゆるニーズに応えてくれる。

Photo & Text = Fumiaki Hara

Photo & Text = Yoshio Takeno

DRIVE TRAIN

ENGINE
DRIVE TRAIN

ENGINE

東京店

SUSPENSION

ウエスレイクが現在鋭
意製作中のクラブマン
エステート。外装だけ
でなくボディの裏側の
部分まで徹底したレス
トアがなされている。

ELECTRIC
WHEEL

埼玉県坂戸市に店舗＆ファクトリーを構え テムズガレージ埼玉も豊富なパーツ
るテムズガレージ埼玉は、
まさにミニの総合 コーナーを常設。HPに掲載しない掘り
ディーラー。
あらゆるニーズに応えてくれる。 出しパーツも多数置いてあるそうだ。

□中古車販売

□高価下取り

http://www.weslake.co.jp

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□輸入パーツ販売

GOODS

GOODS

□オリジナルパーツ
販売

CHEMICAL

□チューニング

こだわりのクラシックスタイルは
まさに一見の価値アリ！

□レストア

千葉県酒々井町、東関東自動車道佐倉

□鈑金・塗装

ＩＣの近くに、英国の田舎家をほうふつ

ウエスレイク 〒 285-0926 千葉県印旛郡酒々井町本佐倉 263-265 TEL 043-496-3298 FAX 043-496-3977
営業時間 10:00 ～ 19:00（日祭日は 11:00 ～ 18:00） 定休日 月曜日 ( 祝日、振り替え休日の場合は営業 ) 第 3 火曜日

とさせる三角屋根のおしゃれなショップ

がある。そこが「ウエスレイク」だ。
「ひ

とりでも多くの人に英国車の良さを知っ

20

てもらいたい」という思いで創業された

同店は、 年以上に渡って多くのミニと

英国車を手がけてきた。メンテナンスは

もとより、
チューニング＆ドレスアップ、

さらにはオールドミニのレストアなど、

あらゆる分野で高い技術とノウハウを

□自社工場

持っている。そんな同店が現在力を入れ

□車検
一般整備

ているのが、ＭｋⅠ仕様をはじめとした

□各種ローン
取扱い

オーダーメイドでのミニ製作。特にＭｋ

□レッカーサービス

SHOP DATA

Ⅰ～ＭｋⅢ仕様は、ルーフのドリップ

□高価下取り

佐倉 IC

道

動車

東自

東関

レールと水切り穴を板金加工で再現する

□中古車販売

井

など、徹底したこだわりを見せている。

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

南酒々

自社ブランド
「B-WORK」
でパーツも開発。
エアロやオバフェン、
内装パーツなどカテ
ゴリーも豊富だ。英国パーツも多数輸入。

また同店では、ツーリングを開催したり

□オリジナルパーツ
販売

★

レースイベントに参戦するなど、ミニを

□チューニング

296

使った遊びも積極的に提案。みんなのミ

□レストア

51

清水寺

ニライフをトータルでバックアップして

〒 165-0021 東京都中野区丸山 2-4-2 TEL 03-3339-3219 FAX 03-3339-9093（東京店）
〒 350-0219 埼玉県坂戸市片柳 1525-1 TEL 049-284-3211 FAX 049-283-7644（埼玉店）
〒 947-0042 新潟県小千谷市平沢 2-4-6 TEL 0258-83-5911 FAX 0258-81-1313（新潟店）
営業時間 10:00 ～ 19:30（新潟店は平日 10:00 ～ 20:00 日祭日 18:00 まで） 定休日 月曜日 http://www.thames.jp

自社工場ではミニのあらゆる作業が行わ
れる。
数十項目の点検が18,000円で受け
られる
「ウエスレイク点検」
も見逃せない。

くれる、実に頼りになるお店だ。

専門ショップならではの
安心のミニライフを提供中

東京、埼玉、新潟の３拠点で店舗を構

える「テムズガレージ」
。ミニの大手部

品 卸 を 母 体 と す る こ と も あ り、 店 舗

ショールームには圧倒的なパーツ点数を

揃えることでも知られるミニショップだ

□鈑金・塗装

が、そのことに加え、ミニを新車同然の

□自社工場

コ ン デ ィ シ ョ ン に ま で 蘇 ら せ た“ リ

□車検
一般整備

テムズガレージ

ニューアルカー”の販売でも有名なお店

SHOP DATA

だ。テムズガレージの総力を結集したと

鶴ヶ島 IC

いうリニューアルカー。交換するパーツ

坂戸聾学校

は膨大な数で、機関系の点検整備、消耗

★

品系はもちろん、内外装パーツの多くも

坂戸

埼玉店

新品パーツに交換するなど、限りなく新

片柳

407

車に近づく内容が注がれている。詳しい

北坂戸

or

内容はテムズのＨＰで確認願いたいが、

沼袋

まさにパーフェクトなコンディションの

440

ミニが誕生する。これからミニを探すと

丸山陸橋

いうならば、ぜひともチェックして欲し

★

18

い逸品車だ。ちなみにリニューアルカー

東京店

環七通り

には、 ヶ月 ２万㎞という充実の保証

目白通り

もつく。充実の整備ファクトリーなど、

桜台

練馬

隣にある展示場には、厳選されたユーズ
ドミニが並ぶ。奥のガレージには超稀少
キットカー
「オーグル」
も展示されている。

代表の小熊克彦さん。小学6
年生のときに初めてミニと出
会って以来のミニファン。そ
の情熱がウエスレイクを開業
させ、
さらに30数年のキャリ
アと信頼を生み出したのだ。

WHEEL

テムズガレージ埼玉の店長
を勤める矢代さん。ミニの
すべてを知り尽くしている
頼りにできるプロフェッ
ショナルだ。

スタッフ全員がミニ乗りであるウエスレイク。ミニに
関する悩みや、やりたいことをユーザーと同等に考え
るのがポリシー。ユーザーへ的確なサービスを提供し、
満足してもらうことで多くの信頼を得てきた。チュー
ニングに関してもユーザーが欲しいパーツを単純に付
けるのではなく、組み合わせやクルマとのバランスを
考慮して、デチューンにならないよう提案している。

三角屋根が印象的な「ウエスレイク」
。MkⅠクーパー S や長モノといった貴重なオールドミニは右側にあるガレージに展示さ
れている。店内は英国のカントリーパブをモチーフとしたトラディショナルな雰囲気。パーツのディスプレイもハイセンスだ。

ELECTRIC

埼玉店

購入後のアフターも心配いらずなのだ。

CHEMICAL

SHOP voice

「当社のリニューアルカーは新車に限りなく近づけ
るというのがコンセプト。高年式のミニをベースに
妥協を許さず徹底的に仕上げた内容は、必ずや価格
以上の価値を感じていただけると思います。ぜひ実
際に実車を見ていただきたいですね。かなり魅力的
な選択肢と思っていただけるはずです」
。

高年式のリニューアルカーがズラリと並ぶ「テムズガレージ東京」のショールーム。２階はカスタム＆チューニング、消耗
パーツなどが大量展示されるなど、ミニ好きならば一度訪れてみるべし。

SUSPENSION

取材時にテムズガレー
ジ埼玉に展示されてい
た '01 年式の 40th ア
ニバーサリー。
内外装、
機関系すべてを仕上げ
たリニューアルカー。
価格は 190 万円で販
売中だ。

野方

Special
Shop Guide

www.weslake.co.jp

世界で一番新車に近い！リニューアルカーに注目あれ

SHOP voice

193

九州エリア

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

192

021

中部エリア

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

Garage Fujix Auto

東京都町田市

ガレージ フジックス ･ オート

tel.042-734-1499

www.fujixauto.co.jp

スポーツ＆チューニング。
ミニで遊ぶ楽しさ、
教えます

関東エリア

020

中部エリア

近畿エリア

中国・四国エリア

iR
iR MAKERS

東京都世田谷区
東京都大田区

イール

tel.03-5797-2288

イール メーカース

九州エリア

tel.03-5747-3298

www.ir-japan.net

「高年式・低走行・オリジナル」を極めた高品質ミニを提供

サーキット走行の楽しさを伝えたいという「ガレージフジックス・オート」。チューニングは初めて
という人から限界を狙いたいという人まで、あらゆる注文に応えてくれる頼りになるお店だ。

東京・世田谷にあるブティックのようなお洒落なミニショップ「イール」は、高年式と低走行、
そしてオリジナルにこだわり、ベストコンディションなミニを厳選しボクたちに提供してくれる。

Photo & Text = Fumiaki Hara

Text = Yoshio Takeno

INTERIOR
ENGINE

↓

↓

↓

↓
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↓

↓

↓

↓

↓

SUSPENSION
ELECTRIC
WHEEL
CHEMICAL
GOODS

↓
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□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□レストア

GOODS

□鈑金・塗装

CHEMICAL

イール 〒 158-0093 東京都世田谷区上野毛 4-39-7 TEL 03-5797-2288 FAX 03-5797-2287
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 月曜日（祝日の場合は火曜日） http://www.ir-japan.net
イール メーカース 〒 146-0082 東京都大田区池上 8-16-8 TEL 03-5747-3298 FAX 03-5747-3255
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 月曜日 第 1・3 火曜日 http://www.ir-japan.net

WHEEL

リーズナブルな価格のミニ
「セカンドライン」を新たに設定

せっかくミニに乗るなら、気兼ねなく

末 永 く 乗 れ る 高 品 質 な ミ ニ が 欲 し い。

オールドミニなど特別な車両を狙うので

もない限り、ミニを買うときは誰もがそ

う思うことだろう。そんな願いを叶えて

くれるスペシャルショップが「イール」

だ。同店がこだわるミニはずばり「高年

10

式・低走行・オリジナル」
。生産終了か

□自社工場

30

ら 年以上経った今、そんな三拍子の好

□車検
一般整備

↓

条件がそろった上質ミニを、常時 台も

↓
東京
トヨペット

そろえているのだから驚かされる。購入

木村医院

後のメンテナンスも同店の自社工場であ

田

↓

る「イール メーカース」がサポートし

新

↓

てくれるので安心だ。イールで販売され

蔵

★

るユーズドミニは、先述した好条件の高

千鳥郵便局

武

↓
↓ 徳持小学校

品 質 車 で あ る た め 価 格 も １５０ ～

311

1

'12

２５０万円台がボリュームゾーンだった

AOKI

「無料点検はセカンドライ
ンにもオプションで設定し
ます」と綾部さん。イール
が選んだリーズナブルな上
質ミニ。どんなクルマが登
場するか楽しみだ。

イールのサービス部門「イールメー
カース」のスタッフのみなさん。左か
ら高林さん、若林さん、永田さん。

が、 年夏からよりリーズナブルな価格

イールメーカース

帯のミニも取り扱い始める。
「セカンド

善宗寺

環八
多摩美術
短期大学

SHOP DATA
□各種ローン
取扱い

★イール

瀬田中学校

ライン」と称するこの新メニュー。イー

246

ルの扱うミニだけに、どんな内容なのか

玉川小学校

神谷歯科

実に楽しみだ。

セブン
イレブン

完全自社整備だから購入後のメンテナ
ンスも安心。整備の腕には定評があり、
遠く北陸からミニを走らせて来る人も。

↓

□レッカーサービス

代表の綾部俊さん
（左）
と梶山マネジャー
（中央）
、堀江主任
（右）
。購入後のミニラ
イフもしっかりサポートしてくれる。

↓

□高価下取り

イールメーカース

↓

FAX 042-734-1481

環八通りに面したお洒落なショールーム。大きなリビングに見立てたという店内にはおよそ 50 台の新旧ミニを展示。室外
の展示場にも多くのミニが並んでいる。どれもイール厳選の極上ユーズドミニだ。

↓

最初は誰でも初心者、
遠慮なく相談してください

学生のころからイギリスが大好き。現

□中古車販売

地に足を運ぶうちにミニにハマったとい

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

う「ガレージフジックス・オート」の代

□オリジナルパーツ
販売

表、佐藤博之さん。大学卒業と同時にミ

□チューニング

ニの並行輸入を始めるなど、生粋のミニ

□レストア

フリークとしても知られており、自らの

□鈑金・塗装

お店でも販売から整備、チューニングや

ガレージ フジックス・オート 〒 195-0071 東京都町田市金井町 2519-1 TEL 042-734-1499
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 火曜日 水曜日 http://www.fujixauto.co.jp

レストアまで、ミニ生活に欠かせない幅

広いサービスを提供している。

そんなガレージフジックス・オートが

特に力を入れているのが、ミニと楽しむ

モータースポーツの提案。サーキットイ

□自社工場

ベントに参戦するだけでなくレース仕様

□車検
一般整備

のミニも製作。また、ツーリングイベン

SHOP DATA

トを主催するなどさまざまな楽しみ方を

玉川学園前

用意している。ただし、ショップの主張

★

を押し付けるのではなく、あくまでも主

金井小学校

確かな腕を求めて各地からミニが集ま
る。
車検や一般整備はもちろん、
チュー
ニング系の依頼も多いそうだ。

役はユーザー自身。望む仕様や内容をカ

ローソン

タチにすることを心がけているとのこ

鶴川

と。最初は誰でも初心者。さらなるミニ

鶴川街道

金井中学校

至世田谷

の楽しみ方に興味があるなら、遠慮なく

街道

相談して欲しいそうだ。

金井入口

世田谷

ガレージにはミニ用の中古パーツも豊富に
用意される。
特にホイール＆タイヤは掘り出
しモノも多いそうで、
一見の価値ありだ。

フレンドリーな人柄で多く
の顧客を虜にしている佐藤
さん。ミニや英国車乗りた
ちにとって頼りになるエキ
スパートだ。

「'12 年の 8 月から新メニュー『セカンドライン』
を展開します。75 万円～ 100 万円の手の届きや
すい価格帯のミニをそろえ、みなさんにご提供しま
す」と綾部代表。この新ラインナップにより、これ
まで販売していた 100 万円以上のミニは「ファー
ストライン」と名付けられる。ファーストラインは
半年間もしくは 5000km の保証のほか 1 カ月点検
無料の特典が加えられる。

ELECTRIC

店内には英国から仕入れた本場直送
グッズやパーツがズラリと並ぶ。ホー
ムページで在庫が確認可能とのこと。

SHOP voice

イール

チューニングにも力を入れていますが、もちろん専
門店ならではのきめ細やかなサポート体制も当店が
得意とすることです。在庫は常時 30 台以上。オー
ルドミニからラストミニまで、キャブ＆インジェク
ション問わず、豊富にそろえています。整備なども
自社で整備認証工場を所有していますので安心して
お任せいただきたいですね。

店舗兼ファクトリーは鶴川街道沿いに構える。展示しているミニも幅広く、お値ごろ価格の個体もそろえている。もちろん
高品質車ばかりであるのはいうまでもない。

'98 年式ローバーミニ
ポールスミス。走行距
離 は 驚 き の 180km!!
慣らしも終わっていな
い新車同様のミニだ。
価格は 312 万円。

SUSPENSION

オリジナルと同色のオ
レンジカラーにオール
ペ イ ン ト 済 み の '74
年式ミニ 1000Mk Ⅲ。
Mk Ⅲグリルやバッジ
なども新品パーツで仕
上げている。
もちろん、
駆動系も万全の状態
だ。価格は 177 万円。

SHOP voice

195

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

INTERIOR

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

194

中部エリア

023

近畿エリア

神奈川県厚木市

レトロスタイル

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

RETRO STYLE
tel.046-222-0106

レトロスタイル .com

関東エリア

022

中部エリア

近畿エリア

九州エリア

IMPERIAL CRAFT
KANAGAWA

神奈川県相模原市

インペリアルクラフト神奈川

中国・四国エリア

tel.042-761-5717

www.imperialcraft.co.jp

ステキなミニライフへといざなってくれるミニの楽園

新たなモディファイの可能性を追求し続けるフロンティア

神奈川県厚木市の「レトロスタイル」は、ミニの販売やメンテ、モディファイだけでなく
楽しいミニライフやステキなミニ仲間とも出会えるスペシャルショップだ。

ＫＡＤツインカム＆フルコンチューンやエアコン換装キット、さらにはボディワークを駆使したカスタムなど、
既成概念にとらわれない新モディファイを次々と生み出すスペシャルショップの登場だ。

Photo = Shinobu Ikeda

Photo = Shinobu Ikeda

Text = Yoshio Takeno

INTERIOR

Text = Yoshio Takeno

ENGINE

SUSPENSION

インペリアルクラフト
神奈川のレーシング
カ ー。'12 年 4 月 の
ジャパンミニディ筑波
ではスプリント T3 ク
ラスでポールポジショ
ン、決勝で 2 位を獲
得した。
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WHEEL
CHEMICAL
GOODS
Special
Shop Guide

Special
Shop Guide

□各種ローン
取扱い

GOODS

□レッカーサービス

CHEMICAL

□高価下取り

WHEEL

FAX 042-761-5743

ELECTRIC

新しい発想と確かな技術で
ワンアンドオンリーのミニを製作

「インペリアルクラフト神奈川」は、従

来のミニ造りの概念を打ち破る新しいモ

ディファイを常に生み出している、まさ

□中古車販売

にフロンティアなショップだ。同店はＫ

□輸入パーツ販売

ＡＤツインカムを使ったチューニングで

□オリジナルパーツ
販売

TEL 042-761-5717

有名だが、彼らの革新モディファイは

□チューニング

チューニングだけにとどまらない。ミニ

□レストア

のクーラーをエアコンに換装するキット

□鈑金・塗装

やパワステなどの快適便利装備、さらに

インペリアルクラフト神奈川 〒 252-0243 神奈川県相模原市中央区上溝 3958-1
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 月曜日 http://www.imperialcraft.co.jp

はボディラッピングなど、そのジャンル

□自社工場

は多岐に渡る。これらの新技術は、長年

□車検
一般整備

の経験に蓄積された確かな腕を持ち合わ

□各種ローン
取扱い

せた同店だからこそできること。オール

□レッカーサービス

ドミニの知識も豊富で、オリジナルに忠

SHOP DATA

実なフルレストアも得意だ。また、ユー

上溝バイパス

ズドミニをベースに内外装や機関系をリ

54

ニューアルし、新車に近いクオリティに

★

オリジナル製品も開発。クロ
モリコンロッドといった
チューニングパーツをはじ
め、ミニ乗りを刺激するアイ
テムを次々と生み出してい
る。

2 階はパーツが並ぶショールーム。新
品パーツやオリジナルパーツのほか、
中古パーツも多数展示されている。

仕上げる「リ・プロダクト・ミニ」とい

508

うメニューも好評。同店の工場には内燃

129

機加工やコンロッド製作などで使う大型

□高価下取り

店舗から少し離れたところにある鈑金
工場。広い塗装ブースでハイクオリ
ティなミニのボディが造られるのだ。

の工作機械も完備。自社で何でもできる

□中古車販売

広い自社工場では 2 脚リフト 4 基が
常にフル稼働している。内燃機加工や
パーツ製作ができる工作機械も完備。

筋金入りのビルダーなのだ。

FAX 050-1473-0106

ミニのモディファイに決まりはない。と考える店長
の中島宣行さんは、国産や他の輸入車のドレスアッ
プで使われているテクも積極的に導入するアイデア
マン。同店でよく造られる定番を突き破ったカスタ
ムミニには、氏のそんなアイデアが必ず導入されて
いる。常にアンテナを張り、柔軟な発想でミニをよ
り楽しいクルマにしてくれるのだ。

ショールーム 1 階の展示スペースに並ぶミニたち。カントリーマンなどのオールドミニからベストコンディションの高年
式車までピカピカなミニが室内でゆっくり見られる。中央にはレーシングカーも展示されている。

上溝

手軽なモディファイができる
中古パーツの品揃えも豊富

「レトロスタイル」は、気軽に乗れるイ

ンジェクションミニを中心に、幅広い年

式のミニを扱うプロショップだ。同店の

販売車両の多くは、ＭｋⅠ仕様などのモ

ディファイが施されているミニが多い。
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□輸入パーツ販売

これは、
「ミニ乗りの多くがドレスアッ

□オリジナルパーツ
販売

プを楽しむ。ならばすでに手が加えられ

□チューニング

たミニを用意すればユーザーの負担も少

□レストア

なく、かつ後々のモディファイもしやす

□鈑金・塗装

い」という星谷明宏社長の気配りだ。ク

レトロスタイル 〒 243-0032 神奈川県厚木市恩名 1-7-81 TEL 046-222-0106
営業時間 9:30 ～ 19:00 定休日 火曜日 http:// レトロスタイル .com

ルマ持ち込みのモディファイももちろん

大歓迎だが、同店の大きな特徴は中古

□自社工場

パーツを多数取りそろえているところ。

□車検
一般整備

おサイフに優しいだけでなく、新品には

197

SHOP DATA

ないヤレた使用感が出せるため好評だ。

129

また同店には、いつも気さくなミニ乗り

246

が集まっている。初めてお店に来るユー

木

厚

本

ザーにもフランクに話しかけ、ミニの魅

★

厚木郵便局

力やウィークポイントを伝えてくれるの

603

南毛利中学校
ファミリーマート

明るいニコニコ笑顔が魅力
的な星谷明宏社長。彼のフ
レンドリーで頼もしい人柄
に惹かれた多くのミニ乗り
が、毎日レトロスタイルに
集まっている。

ウッディなガレージに並ぶ販売車両はドレスアッ
プされたモデルが多い。内外装だけでなく整備も
しっかり施されている安心のユーズドミニだ。

だ。「お客様が営業マンです」
と星谷さん。

厚木高校入口

クルマやパーツだけでなく、ステキな仲

246

間とも出会えるお店なのだ。

至渋谷

厚木高校

SHOP voice

レトロスタイルは関東の代表的なミニのイベント「レ
イクサイドミニパーティ」の主催 5 ショップの一員
で事務局をつとめている。このイベントは同店が単
独で開催していた「まったりミーティング」から始
まっており、現在では 400 台以上ものミニが集まる
巨大イベントになっている。ミニ乗りみんながフル
に楽しめる場を企画する仕掛け人でもあるのだ。

ミニ２台と新品・中古パーツがぎっしりと並ぶ店内。クラシック・ミニマガジン本誌の「Used Parts For SALE!」でも好
評の中古パーツはここで手にとって見ることができる。手前のデモカーと奥のオースチンセブン仕様も一見の価値アリだ。
ショップから少し離れたところにあ
る自社工場。メカニックの井上さんが
確実なメンテナンスを施してくれる。

ELECTRIC

SHOP voice

SUSPENSION

フレア塗装が個性的な
カブリオレはレトロス
タイルのデモカー。お
客さんが結婚式を挙げ
るときは、このミニで
パレードをしてくれる。

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

INTERIOR

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

196

中部エリア

025

近畿エリア

静岡県焼津市

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

Garage Pithouse

ガレージ・ピットハウス

tel.054-623-3298

pithouse.co.jp

全車12カ月保証は自信の表れ。
いつもユーザー目線のプロシップ

024

中部エリア

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

High Wave Station

静岡県沼津市

ハイウェイブステーション

tel.055-925-8887

melmag.biz/highwave

全車1年保証は1年間かけてミニを好きになってもらうため

自身がミニ好きで始まったミニ歴は32年、地元静岡県焼津に根を下ろしショップとして20年。
お客さんを大切にし、ミニ文化の末永い継続のためイベントの開催も。
Photo = Shinobu Ikeda

関東エリア

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

「ハイウェイブステーション」は質の高いユーズドミニを揃えることで有名。しかもその車両にはすべて
1年間という長期の保証が付いている。これはミニに愛着を持ってもらうためのショップの想いなのだ。

Text = Shozo Iizuka

Photo = Shizuo Ito

Text = Yoshio Takeno

SUSPENSION
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□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□高価下取り

GOODS

!!

FAX 055-925-8886

□中古車販売

CHEMICAL

改良を重ねるオリジナルパーツ
あの定番アイテムもここで開発

れるミニには、全車に１年間の保証がつ

「ハイウェイブステーション」で販売さ

けられている。この保証はエンジンや

□輸入パーツ販売

ミッションといった機関系だけでなく、

□オリジナルパーツ
販売

消耗品を除くすべてが対象というから驚

□チューニング

きだ。これができるのは、代表の田中徳

□レストア

正さんの上質車を見極める目と、そのク

□鈑金・塗装

ルマをさらに完調に仕上げる整備体制が

ハイウェイブステーション 〒 410-0022 静岡県沼津市大岡 1997-3 TEL 055-925-8887
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 木曜日 http://melmag.biz/highwave

あるからにほかならない。つまり長期の

□自社工場

1

保証は極上ミニの裏付けというわけだ。

□車検
一般整備

1

この 年保証には、田中さんのもうひと

□各種ローン
取扱い

つの狙いと想いがある。
「 年かけてミ

沼津

SHOP DATA
□レッカーサービス

大岡

ニを好きになってもらおう」と考えてい

★

るのだ。また同店ではドレスアップや

□高価下取り

414

チューニングも得意で、オリジナルの

□中古車販売

セブンイレブン

パーツも開発している。ＭｋⅠ・ＭｋⅡ
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□輸入パーツ販売

至富士 IC

仕様の定番必須アイテムといえるダミー

□オリジナルパーツ
販売

1

代表の田中さん
（中央）
とメカ
ニックの水口さん、
スタッフ
の森山さん。
ハイウェイブス
テーションはレースにも積極
的に参戦。
田中さんは、
走りの
ウデも一流なドライバーだ。

国道 1 号線からおよそ 700 ｍと交通
のアクセスもいい。電車の最寄り駅は
JR 沼津駅もしくは大岡駅だ。

アウターヒンジも同店が最初にリリース

□チューニング

246

したのだ。このパーツも現在にいたるま

□レストア

至沼津 IC
22

で、
何度も改良が重ねられているという。

□鈑金・塗装

小さな工場だが整備の腕と質は最大
級 !! 長年の経験とノウハウ、
そして確か
な技術で完調なミニを造ってくれる。

クルマにもパーツにも深いコダワリと愛

ガレージ・ピットハウス 〒 425-0064 静岡県焼津市三和 1198-1 TEL 054-623-3298 FAX 054-623-7660
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 水曜日 イベント・レース開催日 http://pithouse.co.jp

店内カウンターのクロスとスツールは
スナップオンでコーディネイト。メカ
ニックのコダワリが感じられる。

情を持っているのだ。

初期のトラブルをお客さんの
責任、負担にはさせません

良い状態で乗ってもらうことが、ミニを

12

長く乗ってもらうことになるとして、販売

するミニは全車 カ月保証をしているのが

のために納車前に交換時期に来ているパー

「ガレージ・ピットハウス」の特長だ。こ

ツはすべて交換し、怪しいところにも徹底

的に手を入れる。そして納車前に代表の永

井隆太郎さん自ら通勤に使って、初期トラ

1 12

ブル出しを行う念の入れようだ。その自信

の裏付けが カ月保証だが、実はそれだけ

しを手伝ってもらう、という意味もあるの

ではない。 年間、お客さんにトラブル出

□自社工場

だという。新しく付けたパーツに問題が

□車検
一般整備

あってもすぐには分からないこともある。

SHOP DATA

それらはお客さんの責任にするわけにいか

航空自衛隊

6

ないという。もちろんそのためにはオイル

226

交換と カ月点検には来店することが条件

至吉田 IC

だが、常にお客さんのクルマの調子に目を

★

31

配っているということだ。くたびれたミニ

木屋川橋

を新車以上の乗り心地に仕上げることで、

静岡福祉大学

お客さんとの長い共同歩調であゆむのが、

東
名
高速
道路

150

ピットハウス流なのだ。

至焼津 IC

ショールームの棚には特に今注目のお
すすパーツをはじめ、新旧ミニの各種
パーツが陳列されている。

'12 年夏に拡張された屋外展示場＆駐車場。同店が厳選した高品質のクラシックミニとニューミニが数多く展示されている。
このすべてに 1 年間のプレミアム保証が付与されているのだ。

WHEEL

ショールーム内にはカウンターのほか
テーブルも置かれ、作業の打ち合わせ
やお客さんの談笑の場となっている。

「かつて 2 輪のレーサーを
目指した経験もあるくらい
スポーツ心もあるので、
レース車の製作もできます
し、
何にでも対応しますよ」
と永井代表。

「ミニへの愛情が深ければ、
自分のクルマをボロになん
かしないでしょ？ いいミニを大切に乗り続けて、そし
て残してもらいたいのです」
と話す田中さん。同店の 1
年間保証が「愛情を深める期間」
というのは、
そんな想
いから設けられているのだ。また同店では、
ミニを使っ
た遊びもプロデュース。2 回開催しているツーリング
は好評で、
多くのミニ乗りたちが参加している。

ELECTRIC

広々としたファクトリー。ここで日常
のメンテナンスやレストアなどの作業
が行なわれている。

SHOP voice

お客さんは普通に乗っている人がほとんど。だから
万全の整備で気持ちよく乗れるクルマ作りを心がけ
ています。特にラバコンにこだわらないなら、コイ
ルへの交換がおすすすめです。乗り心地は新車以上
になりますよ。長くミニに乗っていただくためのお
手伝いをさせてくださいね。

実はピットハウスはニューミニも扱っているのだが、数の上では圧倒的にクラシックミニが多い。建物の右側がショールー
ムで左側にファクトリーがある。この裏手には別の駐車場があり、多数のミニが在庫されている。

SUSPENSION

上は’
97 年式クーパー
の 1293cc レ ー ス 仕
様。レース活動もずっ
と続けておりこうした
マシン製作もお手のも
のだ。

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

'93 年式のミニ 1.3 ｉ
をベースに造られたミ
ニピックアップ。独特
な造形の荷台にウッド
のフローリングが施さ
れているカスタムミニ
だ。価格 210 万円。

SHOP voice

199

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

198

中部エリア

027

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

DINKY Incorporation

静岡県浜松市

ディンキー インコーポレーション

tel.053-461-6132

www.dinky.co.jp

1台1台のミニをひとりひとりの手元に残すために

関東エリア

026

中部エリア

静岡県浜松市

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

HAMAMATSU ORIENTAL CARS

浜松オリエンタル自動車

tel.053-581-8532

www.facebook.com/orientalcars

充実の新店舗でサービスも強化！ ぜひ1度訪れてみよう

静岡県浜松市の老舗スペシャルショップ「ディンキー インコーポレーション」では、ミニを「一生モノの楽しみ」
と考え、1台1台のミニをユーザーの手元に残すためのフォローアップに力を注いでいる。

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

「浜松オリエンタル自動車」は、鈴木勝博代表がひとりで切り盛りしているショップ。
氏の技術と人柄に惹かれた多くのミニ乗りが同店を訪れている。

Photo & Text = Yoshio Takeno

Photo & Text = Yoshio Takeno
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□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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浜松オリエンタル自動車 〒 431-3107 静岡県浜松市東区笠井町 1506-1 TEL 053-581-8532 FAX 053-581-8533
営業時間 10：00-19：00 土日祝祭日 12：00-18：00 定休日 木曜日、イベント開催日 URL http://www.facebook.com/orientalcars

GOODS

!!

CHEMICAL

ベテランメカの整備テクは
広い工場でフル稼働

2

'95

年の開業以来、長年に渡って東海エ

'12

リアのミニ乗りたちを支え続けている

に浜松市の郊外に移転しリニューアル

「浜松オリエンタル自動車」が 年 月

3

オープンした。浜松駅近くにあった旧店

舗のおよそ 倍の敷地面積をもつ新店舗

□自社工場

は、そのスペースのほとんどが工場。ミ

□車検
一般整備

ニを直す、モディファイするためのエリ

至浜松市街

代表の鈴木勝博さんは、創業前からミ

至東京

アが拡張されたわけだ。

浜松 IC

ニのメカニックを務めてきたベテラン。

東名高速
至名古屋

エンジンや足まわりなど、走りの重要

ENEOS

ファクターの整備を得意とし、しっかり

笠

シェル石油

走り、ちゃんと止まる安全安心な健康ミ

マクド
ナルド

ニを造ってくれる。広い工場に移ったこ

45

SHOP DATA
□各種ローン
取扱い

笠井交番南

貴平町

とを機に新たなメンテナンス機材も導

道
井街

笠井交番

入。
「サイドスリップにライトテスター、

65

笠井交番西

店内にはベルトなどパーツやグッズ類
も展示されている。奥の棚にはミニ
カーなど鈴木さんのコレクションが。

そしてタイヤチェンジャーとバランサー

★

SOLATO

も新たに導入しました」と鈴木さん。ノ

□レッカーサービス

笠井中学校

ウハウと技術に定評のあった同店の整備

□高価下取り

65

広々スペースの自社工場。移転時に新
設した 2 階フロアは、中古パーツの
ストックヤードになっている。

とサービスは、さらに充実したものにな

FAX 053-465-6395

工場で談笑する鈴木代表と常連のみな
さん。休日・平日問わず同店には氏を
慕うミニ乗りがやってくる。

るに違いない。

熟練の整備技術とパーツの
開発でミニ乗りをサポート

「ミニは日常使いのできるクラシック

'81

カーだとボクは考えています」と話すの

30

は、
「ディンキーインコーポレーション」

7

の代表、
石塚直樹さん。
同店は 年にオー

□中古車販売

プン。昨年 月に創業 周年を迎えたミ

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

TEL 053-461-6132

ニと英国車の老舗ショップだ。ＭｋⅠ～

□オリジナルパーツ
販売

ＭｋⅢといったオールドミニから高年式

□チューニング

モデルまで、すべてのミニに精通する同

□レストア

店だが、どのモデルにも並々ならぬ愛情

□鈑金・塗装

を注いでいる。
「今みなさんが乗ってい

ディンキー インコーポレーション 〒 430-0807 静岡県浜松市中区佐藤 2-25-25
営業時間 9:30 ～ 19:00（日祭日は 12:00 ～ 18:00）http://www.dinky.co.jp

る１台１台のミニを、これからもずっと

□自社工場

手元に置いてもらえるようフォローアッ

□車検
一般整備

プをする。それがボクたちの重要な仕事

SHOP DATA

だと考えています」
。それを実現すべく、

152

同店では陸運局認証の自社工場を完備。

旧国道 1号線

ベテランメカニックによるていねいなメ

DINKY GARDEN

'60

ンテナンスが行われている。また、英国

たこまん

英国のガレージをほうふつさせる三角
屋根のショールームは、ディンキーの
いわばランドマークだ。

とのタイアップにより 年代の名チュー

佐藤小学校

ナー「スピードウェル」のブランドを復

★
★

中日新聞社ビル

DINKY PARTS&
ACCESSORY
GARAGE
小出眼科

浜松 IC

刻。さらにディンキーオリジナルのパー

東名高速道路

ツも数多く開発。それらは全国のミニ乗

至東京

りから多大な支持を得ている。

至名古屋

ショールームの向かいにある展示場
「ディンキー・ガーデン」
。レンガの舗
装と中央の木が落ち着いた雰囲気。

「今回の移転ではお客さん
や仲間たちに助けてもらい
ました」
。彼らのアツい気
持ちに囲まれて、鈴木さん
は今日もスパナをふるう。

WHEEL

自社工場は中部運輸局長認証。広く清
潔な作業場で、
「ミニを残す」ための
確実な整備が行われている。

'12 年に60歳を迎えた石塚
さんはジャパンミニディ筑波
にて
「オヤジレース」
に出走。
神奈川県のアレック西尾社
長とともにベテランの走り
を見せトップでゴールした。

店舗の前に並ぶミニの販売車両は、鈴木代表が厳選し、かつ整備を加えた自信作だ。同店は愛知県岡崎に本部のある「オリ
エンタル自動車」グループのフランチャイズでもある。

ELECTRIC

「ミニは『一生モノの楽しみ』としてみなさんにお
すすめしたいアイテムです」と話す石塚さん。
「ど
のミニにも意味があるんです。ボクはユーザーのみ
なさんに『そのミニはあなたにとって縁があった１
台なのだから、その手元にある１台を大切にしま
しょう』といいたいですね。そんなみなさんの 1
台 1 台をお世話するのがボクたちの仕事なのです」
。

RAC のプレートなど '60 年代のオートモビリアがさり気なく飾られた店内はまさにブリティッシュ。ヴァルタンなど各ブ
ランドのパーツや自社オリジナル製品のほか、当時モノといったお宝レアパーツも所狭しと陳列されている。

「引っ越しはお客さん総動員でやったんですよ（笑）
」
と話す鈴木さん。新店舗の内装造りも仲間やお客さん
が手伝ってくれたとか。
「工場内の配線もフロアのペ
ンキ塗りも手伝ってもらいました。工場の高い天井を
見て『コレ、2 階が作れるんじゃない？』とアイデア
を出してくれたのもお客さん。そのフロアもみんなで
作ったんです」
。移転からお店づくりまでユーザーと
仲間が手伝いを買って出てくれるのも、鈴木さんの人
柄があってこそだ。

SUSPENSION

SHOP voice

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

ブルーのオースチンミ
ニ・ピックアップは鈴
木代表の愛車。ご存じ
英国のミニ雑誌「ミニ
ワールド」でも紹介さ
れた。

スピードウェルの
チューンが施された
'65 年製クーパー S。
かつてグラハム・ヒル
が乗っていた愛車その
ものだ。'99 年に石塚
社長が譲り受けた。

SHOP voice
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EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

200

中部エリア

029

近畿エリア

愛知県小牧市

セブンカーズ

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

SEVENCARS

tel.0568-73-7160

http://www.sevencars.com

MkⅠ・Ⅱ仕様とATにこだわりアリのプロショップ

関東エリア

028

中部エリア

愛知県岡崎市

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

CHUBU ORIENTAL CARS

中部オリエンタル自動車

tel.0564-26-3298

www.chubu-oriental.co.jp

長年のキャリアと豊富な在庫でミニ乗りをサポート

ミニはやっぱりMT！ という意見は今でも大勢を占めるが、敢えて「ATミニは楽しい！」といい切る人もいる。
「セブンカーズ」は、そんなATミニの楽しさをみんなに体感で伝えてくれるショップだ。

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

「中部オリエンタル自動車」は、東海・北陸エリアに7店のフランチャイズを擁するオリエンタルグループの総本山。
創業36年のキャリアとノウハウで、ミニ乗りをバックアップしてくれる老舗ショップだ。
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□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

Special
Shop Guide

□レストア

GOODS

□鈑金・塗装

CHEMICAL

中部オリエンタル自動車 〒 444-2134 愛知県岡崎市大樹寺 3-3-1 TEL 0564-26-3298 FAX 0564-26-3200
営業時間 9：30 〜 18：30( 日曜日は 10:00 〜 19:00) 定休日 月曜日 URL http://www.chubu-oriental.co.jp

WHEEL

'76

東海エリア最大の規模と
一流の技術を誇るミニのデパート

業の老舗スペシャルショップだ。長年蓄

「中部オリエンタル自動車」は、 年創

積されてきた経験とノウハウで、メンテ

ナンスからモディファイまでミニライフ

のすべてをサポートしてくれるのだ。こ

とメンテに関しては「誰もが安心して乗

れるクルマになるまでキッチリ整備す

50

る」というポリシーを持っており、それ

□自社工場

は常時 台の販売車両にももれなく注ぎ

□車検
一般整備

1

込まれている。その裏付けとして、基本

□各種ローン
取扱い

6

カ月の一般保証または 年間の特別保

□レッカーサービス

証が用意されている。また同店では、オ

SHOP DATA

7

リジナルのパーツも数多く開発。なかで

岡崎
大橋

もダミーヒンジは定番のロングセラーと

至名古屋

して人気だ。さらに同店は、春日井、静

□高価下取り

39

岡、浜松、焼津、富山、高山、岐阜の

□中古車販売

大樹小学校
ホンダ

カ所に点在する「オリエンタル自動車」

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

大樹寺

フランチャイズの本部でもある。これら

□オリジナルパーツ
販売

トヨタ

グループ店とはパーツ供給やアフター

□チューニング

248

サービスなどで連携をとっており、その

□レストア

天神橋

ネットワークもミニ乗りに「安心」を与

□鈑金・塗装

至豊田

★

「オンリーワンな 1 台も造
れますが、ミニの楽しみ方
は人それぞれ。わたしたち
はみなさんの方向性に合わ
せて、適切なモディファイ
を提案していきます」
。

広々とした店内にも販売車両を展示。 オリジナルパーツのダミードアヒンジ
さらにパーツもぎっしり陳列されてい （価格￥20.790）は同店の人気アイ
る。その数なんと数千点 !!
テム。Mk Ⅰ・Ⅱ仕様の定番パーツだ。

えてくれるファクターになっている。

セブンカーズ 〒 485-0044 愛知県小牧市常普請 3-91 TEL 0568-73-7160 FAX 0568-76-8292
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 月曜日（祝日は営業。翌火曜日休業） http://www.sevencars.com

広々とした自社工場もディーラークラ
ス。ミニを知り尽くしたスタッフが重
整備やパーツ加工まで行ってくれる。

矢作川

ＭｋⅠ・ＭｋⅡのディテールを
完全再現するコンプリート

ＭｋⅡ仕様を製作するスペシャルショッ

「 セブンカーズ 」は、リアルなＭｋⅠ、

プとして有名だ。同店のコンプリートミ

ニは、ＭｋⅠ、ＭｋⅡの大きな特徴であ

るアウターヒンジを、ダミーではなくヒ

ンジとして機能するホンモノを装備。上

級メニューの「デラックス」
（ページ右

上のミニ）にいたっては、
ドア下部の「角

□自社工場

丸」
まで再現しているという徹底ぶりだ。

□車検
一般整備

そんな同店が現在力を入れているのがＡ

SHOP DATA

Ｔミニ。
「快適オートマチックオーバー

至名古屋市街

ホール」
というメニューで、
シフトショッ

常普請
三丁目西

クがなくなるだけでなく、１速、２速、

25

小牧南 IC

常普請
3中

３速、Ｄレンジとマニュアル操作も楽し

花塚橋南

タイヤ
ガーデン

める丈夫なミッションを製作してくれる

イエロー
ハット

のだ。ちなみに同店のＡＴミニの中古車

ネッツ
トヨタ

には、すべてこの「快適ＡＴ」が組み込

451

★

広々とした工場。日々のメンテナンス
やドレスアップ、AT の組み付けなど
の作業はここで行われている。

まれている。さらに「セブンプラス」と

名古屋高速

花塚橋北

いう独自のメンテナンスメニューで排気

41

系や水回りなど各部をリフレッシュ。そ

堀の内 IC

の詳細はぜひホームページをご覧いただ

きたい。

至犬山

「快適オートマチックを搭
載した試乗車『みかんちゃ
ん』を用意してお待ちして
います」と青木さん。現在
パワステキットを開発中。
試乗車にも組み込まれる。

「
『クルマ選びはお店選び』とよくいわれますが、そ
のお店選びでお客様に選んでいただけるような
ショップでありたいと常に考えています」とスタッ
フの磯部さんは話す。
「みなさんの修理コストを抑
え、長く乗っていただくクルマを造るのがボクたち
の仕事です。車検の有効期間中はノントラブル、そ
んなミニにすべく日々努力しております」
。

ショールームの裏にある中古車展示場はとにかく広いっ！ ここには中部オリエンタル自動車の徹底整備が施された上質の
ミニおよそ 50 台が常時展示されている。国道 248 号線に面したショールームはディーラーのような規模だ。

ELECTRIC

お店の前にある緑のガレージは通称
「ミニ小屋」
。ミニがちょうど 2 台入
る屋内展示スペースだ。

SUSPENSION

大きな三角屋根の工場を利用したセブン
カーズの店舗。ツタや板張りなど、とこ
ろどころに英国風の味付けがされている。

SHOP voice

「ミニの AT のシフト配列は通常のクルマと逆で、D レ
ンジが一番最後に来てますよね。これは AT でも積極
的にシフトチェンジして欲しいというイシゴニスの考
えなんです」と話す青木社長。快適オートマチックに
クラシックスタイルのコンプリートミニなどなど、そ
のすべてに「もっとラフに、もっと楽しくミニで遊ん
で欲しい」という青木さんの思いが込められている。

お店に入ると看板犬のマイルちゃんとボンドちゃんがお出迎え。あたたかな雰囲気の店内には各種パーツや同店自慢の「快
適オートマチック」のサンプルが展示されている。この日はテーブルで常連さんがミニ談義に花を咲かせていた。

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

ENGINE

'91 年 式 キ ャ ブ ク ー
パーがベースの Mk Ⅰ
仕様。ドアの「角丸」
やルーフドリップレー
ルなど、細かな部分も
当時のディテールを再
現。ツインタンクまで
しっかり造られている。

セブンカーズが製作し
た MkⅠ 仕 様 コ ン プ
リートミニ。アウター
ヒンジにドアの角丸、
スライドウインドウな
ど、当時のスタイルを
徹底追求している。

SHOP voice
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EXTERIOR

東北エリア

202

中部エリア

031

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

NICHIOH TRADE SERVICE

滋賀県大津市

日欧貿易サービス

tel.077-579-6886

nichioh.biz

関東エリア

030

中部エリア

近畿エリア

愛知県一宮市

ピカデリーハウス

中国・四国エリア

Piccadilly House

tel.0586-51-1181

www.piccadilly-house.com

ミニの歴史と共に歩んできた関西屈指の老舗ガレージ

ひとりひとりの好みに合わせたミニをオーダーメイド

店名から想像できるようにパーツの在庫は業界随一。パーツ待ちをなくした素早い対応でメンテナンスから
レストア、チューニングまであらゆる要望に対応する体制が魅力だ。

愛知県一宮市にある「ピカデリーハウス」は、高品質のミニをベースにそれぞれのオーナーの好みや
用途に応じたコンプリートカーを造ってくれる。整備やチューンの腕にも定評があるプロショップだ。

Photo = Shinobu Ikeda

Photo & Text = Yoshio Takeno

Text = Shozo Iizuka

ENGINE
SUSPENSION

オーダーメイドで造ら
れ た 1.3i ベ ー ス の
オースチンクーパー
Mk Ⅰ仕様。スモーク
グレーのボディとブ
ラックのミニライトが
見事にマッチしてい
る。

ELECTRIC
WHEEL
CHEMICAL
GOODS
Special
Shop Guide

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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Special
Shop Guide

□レストア

GOODS

□鈑金・塗装

CHEMICAL

ピカデリーハウス 〒 491-0125 愛知県一宮市高田字長田 16 TEL 0586-51-1181 FAX 0586-51-1182
営業時間 10:00-20:00 サービス受付時間 10：00 -19：00 定休日 火曜日 http://www.piccadilly-house.com

WHEEL

自分で仕立てたミニは
思い入れもひとしお

と代表の澤田芳裕さんはいい切る。
「ピ

「 ウチのミニは現状では販売しません 」

カデリーハウス」は、ミニのオーダーメ

イドに定評のあるスペシャルショップ

だ。ユーザーそれぞれの用途や好みを聞

いてベース車を選定。そこからさらにボ

ディカラーや内外装の仕様をユーザーと

ショップとで相談し、トータルでクルマ

を仕上げるというシステムをとってい

□自社工場

る。
「これによって、お客様の求めるも

□車検
一般整備

のがすべて反映されるミニが出来上がる

□各種ローン
取扱い

このシステムを利用し、ハイセンスな

□レッカーサービス

わけです」と澤田さん。

SHOP DATA

ＭｋⅠ～ＭｋⅢ仕様を造り上げたユー

至一宮市街

ザーは多い。そして、その誰もが自分の

愛知トヨタ

ミニをとても大切にしている。また、ピ

洋服の
青山

カデリーハウスとそこに集まる仲間たち

コナミ

一宮 IC

22

は、レースやツーリングなどミニを使っ

ヤマダ電機

至岐阜

た「遊び」をフルに楽しんでいる。そし

★

て、イベントで会う彼らはいつもとても

138 タワー

楽しそう。
「 ボクも仲間に入りたいな 」

□高価下取り

至川島

と思わせてくれるショップだ。

□中古車販売

澤田社長が開発した燃料添加剤「LS」
。
エンジンやスロットル、燃料ポンプなど
の長寿命化に貢献するスグレモノだ。

至名古屋

FAX 077-579-6888

澤田社長は AT のオーバーホール技術
も取得。安心して乗れる強化ミッショ
ンを自社工場で製作してくれる。

名神高速

サプライヤーという立場を活かして
修理は低費用かつ迅速に対応！

琵琶湖のほとりのガレージは広大なス

ペースを持ち、設備も非常に充実してい

る。現在は通常メンテナンスや車検整備

が多いが、レースでも活躍した実績を持

つ。歴史と伝統を背景に育んできた技術

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

力は実に高く、安心して任せられるプロ

□オリジナルパーツ
販売

ショップだ。
「日欧貿易サービス」という

□チューニング

名は商社的なイメージだが、その社名が

□レストア

示すようにパーツに強い。それは歴史的

□鈑金・塗装

に兄弟の絶妙な連携があったからだ。英

日欧貿易サービス 〒 520-0101 滋賀県大津市雄琴 4-6-7 TEL 077-579-6886
営業時間 10:00 ～ 19:30 定休日 水曜日 イベント参加日 http://nichioh.biz

国に留学し現地で会社を興した弟さんを

通じて、車両やパーツの輸入をいち早く

導入。そのため今でも輸入パーツにはと

ても強く、在庫も何千品目と豊富にそろっ

□自社工場

ている。以前はジャックナイトの代理店

□車検
一般整備

として５速ミッションやツインカムエン

SHOP DATA

ジン、そしてコンプリートカーも扱って

至大津

いた。今はメンテ費用もできるだけ安く

北雄琴

済むようにするとともに、ミニのいろい

161

ろな楽しみ方を提案。ツーリングやジム

雄琴 IC

★
おご
と温
泉

315

カーナ、イベントを開催し、ミニユーザー

湖西道
路

このみ公園

たちに楽しみと喜びを提供している。

161

2 階のパーツ在庫棚。何千という品目が
整然と保管されている。パーツの取り寄
せ待ちがない迅速な修理がうれしい。

澤田芳裕社長（中央）と営
業企画担当の後藤麻衣さん
（右）
、メカニックの関戸健
一郎さん
（左）
。ピカデリー
ハウスはこの 3 人のスタッ
フで運営されている。

ELECTRIC

2階部分から1階のピッ
トスペースを見る。非
常に広く左右画面に入りきらない。
設備も
充実しており英国車のすべてに対応できる。

とってもアットホームなとこ
ろが日欧貿易サービスの魅力
でもある。これからミニに乗
りたいと思っている方や初心
者ミニユーザーの方々、温か
く対応してくれるぞ！

代表の澤田芳裕さんは、電子回路の設計開発エンジ
ニアから自動車業界に転向した異色の経歴をもつ
ショップオーナー。
「前職の経験も今の仕事に活き
てます。ハーネスも自分で作りますし、フルコンも
抵抗ありませんでしたね」
。澤田さんはすでに多く
のミニに、SC のフルコンをインストール。新しい
技術にも精力的に取り入れる気鋭のメカニックだ。

オーダーメイドミニの製作から一般整備、エンジンやミッションのオーバーホールにいたるまで、すべての作業は自社工場
で行われる。愛車のトラブルを未然に防ぐ無料点検が用意されているのもうれしい。
店内にはパーツやグッズのほか、ミニ
と一緒に笑顔いっぱいのユーザーの写
真が飾られている。

1 階のショールーム兼接客スペース。
栄光の記録写真、ポスターや珍しい
品々が飾られている。
なかにはお宝も。

SHOP voice

「長い経験と充実した設備がありますから、すべて
に対応できるのがウチの強みです。ジムカーナをや
るなど『ミニでこんなことができるんだ』というこ
とを今ミニに乗っている方、まだ乗られていない方
にぜひ見てもらって、楽しみ方を知っていただきた
いです」と久保川代表。

琵琶湖のほとり、R161 号に面した日欧貿易サービスは、ミニのガレージとしてはひときわ大きい。1 階が事務所と作業ス
ペースで、2 階に豊富なパーツが在庫されている。ミニ以外の英国車も多数扱っている。

SUSPENSION

アンティークに仕上げ
た '99 年式ミニ。AT
を 5 速 MT に し 下 ま
わりも強化。内装も交
換。 オ ー ナ ー は 72
歳！

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

オーダーメイドミニはその工程
を逐一デジカメで撮影。店内の
iPad で見ることができる。

SHOP voice

205

九州エリア

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

204

中部エリア

033

広島県尾道市

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

H.K FIRST ENGINEERING

H.K ファーストエンジニアリング

tel.0848-37-0853

www.hk-first.co.jp

オールドからレーシングまであらゆる嗜好にハイセンスに対応

関東エリア

中部エリア

032

近畿エリア

九州エリア

MiGHTY DOG

京都府長岡京市

マイティドッグ

中国・四国エリア

tel.075-958-4141

www.mini-jp.com

「最高の笑顔」と「最高の技術」で楽しいミニライフのお手伝い

ミニをはじめ'60～'70年代のライトウェイトスポーツなどの英国車を取り扱ってきた長年のキャリアで、
オールドミニから高年式、レースマシンまであらゆるニーズに応えてくれる。

京都の最大手ショップとして設備、体制も万全。通常メンテからレストア、レース車製作まですべてOK。
とってもフレンドリーなお店だからショップスタッフと一緒にイベント参加する楽しみもあるぞ。

Text = Yoshio Takeno

Photo = Shinobu Ikeda

INTERIOR

Text = Shozo Iizuka
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路
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□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□高価下取り

GOODS

FAX 075-958-4131

CHEMICAL

お客さんたちと一緒に
ショップもミニライフを楽しむ

の要求に応えられる体制を整えた京都の

□中古車販売

「マイティドッグ」は、お客さんのすべて

□輸入パーツ販売

最大手ショップだ。メカニックは全員が

□オリジナルパーツ
販売

整備士免許を持つとともに、ガレージは

□チューニング

認証工場の登録もされており、技術的な

□レストア

信頼度も高い。したがって、お客さんも

□鈑金・塗装

ビギナーからミニ歴の長いユーザー、あ

マイティドッグ 〒 617-0836 京都府長岡京市勝竜寺西川原田 16-1-2 TEL 075-958-4141
営業時間 10:00 ～ 20:00（日祭日は 18:00 まで） 定休日 水曜日 http://www.mini-jp.com

るいはサーキット走行を愛好するマニア

まで幅広い層が集まっている。ショップ

70

として親切、ていねいは当たり前といえ

30

ばそうかもしれないが、 ％はよくやっ

□自社工場

ても、 ％は「ま、いいか」と手を抜く

□車検
一般整備

のが普通のていねい。マイティドッグは

□各種ローン
取扱い

その妥協も許さず、常にお客さんの立場

SHOP DATA

で考えている。そして、お客さんと共に

大山崎 IC

弘部代表を筆頭にショップのスタッフも

勝竜寺

204

一緒にミニを楽しむ。これがマイティドッ

□レッカーサービス

171

お客さんと一緒に率先して
ミニを楽しんでいる弘部代
表。
「最高の笑顔」と「最
高の技術」をすべてのミニ
乗りに提供するショップ
オーナーだ。

1 階ファクトリーは広くてきれい。作
業しやすい環境であることが分かる。
ミニ以外の英国車も得意としている。

グの大きな特長だ。ツーリングや３時間

□高価下取り

★

211

耐久レースなど、イベントの主催にも積

□中古車販売

171

極的。オリジナルパーツも開発し、楽し
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□輸入パーツ販売

岡

いミニを末永く存続させることに尽力し

□オリジナルパーツ
販売

京

ているショップなのだ。

□チューニング

長岡天
神

□レストア

ウッドを多用した 2 階はユーザーのため
のリラックススペース。脇にはミニの構
造が分かるサブフレームが置かれている。

至京都

長

!!

H.K ファーストエンジニアリング 〒 722-0046 広島県尾道市長江 3-25-51-21 TEL 0848-37-0853 FAX 0848-37-3082
営業時間 9:00 ～ 19:00 定休日 日曜・祝日 第 1 月曜日 イベント開催日 http://www.hk-first.co.jp
□鈑金・塗装

2 階の展示棚。奥行きがあり、パーツな
どのミニ用品が多数展示されている。
ミニファンは見ているだけでも楽しい。

阪急
京都
線

ファクトリーを開放して行う
ガレージライブも大好評

周年を迎えるミニと英 国

25

「ＨＫファーストエンジニアリング」は、

今年で創業

車のスペシャルショップだ。オールドミ

ニからエアバッグミニまですべての年式

の ミ ニ に 精 通。一 般 整 備 か ら エ ン ジ ン

オーバーホールなどの重 整 備、さらに

は鈑金塗 装やレストアまですべてを自

社でで行っている。レースでも高い実績

をもつ同店はチューニングも得意。オリ

□自社工場

ジナルパーツもリリースしており、それ

□車検
一般整備

らもけん引フックや水温センサーアダプ

SHOP DATA

ター、キャッチタンクなど機能的なアイ

363

テムが多い。高年式ミニの純正シートを

サンクス

オールドミニの仕様に張り替える加工も

金光教
栗原教会

行っており、そのクオリティの高さには

★

定評がある。
また同店では、
ファクトリー

↓

2

を使ったガレージライブも行われてい

↓
栗原 IC 南

パス

自社工場も 470㎡と実に広い。工場内
には整備作業スペースのほか鈑金塗装ス
ペースも設けられている。

る。出演ミュージシャンのなかには有山

バイ

じゅんじや木村充揮といったビッグネー

尾道

ムの姿も。ミニや英国車に囲まれた空間

至岡山

でのブルージーなライブは、音楽好きミ

184

ニ乗りにはたまらない時間だ。

善照寺

毎回好評のガレージコン
サート。写真はブルースシ
ンガー＆ギタリストの有山
じゅんじ。上田正樹とのコ
ラボユニットでも有名な
ミュージシャンだ。

「マイティドッグを次の人たちにバトンタッチする
ためには、10 年後もマイティドッグはミニ屋でな
ければいけない。そのために今、何をしなければい
けないか。それはお客さんと楽しく遊ぶこと」と弘
部代表。10 年後もミニでみんなで遊ぶため、レー
スやツーリングなどのイベントを絶えず企画し、自
らも楽しんでいるのだ。

1 階には広いガレージと車両のショールームがあり、表のスペースにはミニが多数並んでいる。2 階はパーツなどのショー
ルーム＆お客さんたちのくつろぎの場も。ユーザー同士がここでミニ談義に花を咲かせているのだ。

WHEEL

ウッディな内装がステキな屋内展示場には
オールドミニが並ぶ。その趣はまるで美術館
か博物館だ。

栗原 IC 北

207

代表の国重英雄さんは 21 歳のときに乗ったイノ
チェンティでミニの魅力にとりつかれて以来、ミニ
と英国車をこよなく愛する生粋のミニ乗りだ。レー
ス経験も豊富で、Min Jack ではコントロールタワー
で全レースの管理をしている。またユーザー同士の
交流も大切にする国重さんは、
年2回のバーベキュー
ツーリングなどイベントも積極的に企画している。

敷地面積 1000㎡。広々としたスペースをもつ
「H.K ファーストエンジニアリング」
。左側の 1 階がショールーム、
中央がファ
クトリー、右側がオールドミニなどレアな英国車が並ぶ屋内展示スペースになっている。

トラディショナルで暖かみあるショー
ルームは談話室といった趣。この空間
でミニ談義に興じるのもステキだ。

SHOP voice
ELECTRIC

ELECTRIC

SHOP voice

SUSPENSION

本物の Mk Ⅰを普段の
足とするのはチト現実
的でない。これは’
91
年式キャブクーパーの
Mk Ⅰ仕様。気軽にビ
ンテージテイストを味
わえる。

'79 年に英国のレースで
連勝。
'80年にナイトー
オートが輸入した伝説の
マシン。H.K ファース
トエンジニアリングが完
全再生し、現在は Mini
Jackのモトクラスで活
躍している。

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

ENGINE

INTERIOR

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

206

中部エリア

035

近畿エリア

香川県三豊市

チームダックス

中国・四国エリア

九州エリア

東北エリア

team DUCKS

tel.0875-72-3703

teamducks.com

常時50台の在庫を誇るミニのプロショップ

関東エリア

中部エリア

034

近畿エリア

香川県高松市

中国・四国エリア

九州エリア

B.M.C SERVICE

B.M.C サービス

tel.087-885-4451

www.bmckk.jp

「走る、
曲がる、
止まる」。
クルマの基本にこだわる匠の整備

「チームダックス」は、2008年にオープンした新進気鋭のスペシャルショップ。'12年5月には新ショールームを落成。
車両販売からモディファイまでミニライフをサポートしてくれる。

INTERIOR

INTERIOR

関東エリア

「B.M.Cサービスは」、30年の歴史をもつ老舗のミニショップであり、旧車と輸入車の整備にも
精通したスペシャリストとしても名高い。ミニ乗りのあらゆる悩みを解決してくれる強い味方だ。

Photo & Text = Yoshio Takeno

Photo & Text = Yoshio Takeno

ENGINE

ENGINE

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

SUSPENSION

'86 年式ミニ・ピック
アップ。荷台に大きな
ブルーのトノカバーが
装着された「おしゃれ
番長」な 1 台だ。

ELECTRIC
WHEEL
CHEMICAL
GOODS
Special
Shop Guide

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□高価下取り

GOODS

□中古車販売

CHEMICAL

FAX 087-885-4453

WHEEL

熟練した匠の技と最新の
テクノロジーをフル活用

ミニの老舗スペシャルショップ。創業当

「ＢＭＣサービス」は、四国を代表する

初はミニ単一車種のプロショップだった

が、現在ではロータスやシトロエン、空

冷フォルクスワーゲンなど、各国の輸入

□輸入パーツ販売

車にも精通した整備・販売のスペシャリ

□オリジナルパーツ
販売

スト集団として、ミニ乗りのみならず多

□チューニング

くのクルマ好きの支持を得ている。

□レストア

マの基本性能に重きを置いた同店の整備

□鈑金・塗装

「走る、曲がる、止まる」といったクル

B.M.C サービス 〒 761-8082 香川県高松市鹿角町 487 TEL 087-885-4451
営業時間 9:00 ～ 19:00（日祭日は 13:00 ～ 18:00）http://www.bmckk.jp

は、長年の経験とノウハウに基づいた職

人技だけでなく、
「ボッシュ・カーサー

ビ ス 」の 加 盟 店 と し て 最 新 の テ ク ノ ロ

ジーを駆使した診断機器も活用。それぞ

れのクルマに応じた確かな技術で、健康

□自社工場

で快適なミニを造り上げてくれるのだ。

□車検
一般整備

海鮮マリン

さらに「Ｂスポーツ」ブランドのオリジ

□各種ローン
取扱い

ネッツトヨタ

ナルパーツも開発。ブレーキシステムや

★

マフラーといったチューニングパーツか

12

らＬＥＤライトなどの機能パーツまで、

171

SHOP DATA
□レッカーサービス

280

ミニ乗りの「欲しい！」に応えるアイテ

193

ムを数多くリリースしている。

□高価下取り

JRA
32

太田

□中古車販売

IC
高松自動車道

IC

萱原代表（右から 2 番目）
とB.M.Cサービスのスタッ
フのみなさん。ミニと欧州
車の整備とモディファイの
スペシャリストたちだ。

「ボッシュ・カーサー 旧ローバージャパンのテ シャシダイのほか、足
ビス」の最新測定・診 スター「マイクロチェッ 回りとブレーキを測定
断機器を完備。
ク」も導入している。
するテスターも完備。

至高松
中央

FAX 0875-72-3705

至高松港
至高松
檀紙

モータースポーツにも積極的に参戦
高価買い取りシステムも注目

香川県三豊市にある
「チームダックス」

は、開店６年の新しいスペシャルショッ

プだ。広い敷地内には膨大な数のユーズ

ドミニが並び、さらに屋内の展示場には

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

50

ＭｋⅠやカントリーマンなど稀少なモデ

□オリジナルパーツ
販売

ルを展示。在庫車は常時 台というから

□チューニング

スケールが大きい。これら販売車両と

□レストア

ユーザーを支える体制も万全。自社工場

□鈑金・塗装

ではメンテからドレスアップ・チューニ

チームダックス 〒 767-0002 香川県三豊市高瀬町新名 661-1 TEL 0875-72-3703
営業時間 9:00 ～ 19:00 定休日 水曜日 http://teamducks.com

ング、さらにレストアやレーシングカー

の製作まで、ミニライフのすべてをサ

ポートしてくれる。

タースポーツに力を入れているのも同店

「チームダックス」の名のとおり、モー

の大きな特徴。ミニジャック９９８チャ

□自社工場

レンジでは８台のマシンをエントリー。

□車検
一般整備

そろいのグリーンのカラーはサーキット

SHOP DATA

屋内展示場には特に上質な在庫車や貴
重なオールドミニなどを展示。大前社
長のコレクションも保管されている。

でもひときわ目立っていた。

高瀬中学校

5

月には新たにショー

218

'12

年の

高瀬中央
保育所

ケーズデンキ

さらに

三豊市役所

ルームをオープン。今後はここでドレス

香川西高校

アップ・チューニングパーツの販売にも

高
瀬

★

力を入れていくというから楽しみだ。

白井病院

クルマが好き、ミニが大好
き、そしてレース好きな大
前代表。ショップ開業前か
ら「チームダックス」を率
い、ミニのレースに参戦し
ている。

ELECTRIC

新ショールームの店内。ミニのリア部分
2 台分を使ったソファが特徴的。展示さ
れているパーツはこれからさらに増える。

B.M.C サービスは、モータースポーツにも力を入
れている。Mini Jack では毎年モトクラスに参戦。
クラブマンフェイスのモンスターマシンを駆り会場
のギャラリーを沸かせている。さらに徳島県の阿讃
サーキットで行われている「ASAN Super Endurance
Run」
では主催者として参加。四国のミニのモーター
スポーツを盛り上げている。

広々としたファクトリーには 2 柱リフトを 2 基完備。正確かつスピーディな整備はここで行われている。お店の前にはこ
の工場にて丹念に点検・整備されたグッドコンディションのユーズドミニがズラリと並ぶ。
店内にはグリルや小物類など、ミニの
パーツやグッズ類を展示。メンテやモ
ディファイの相談もここで行われる。

キレイな自社工場。販売車両の納車前
整備やユーザー車の修理、モディファ
イはすべてここで行われている。

SHOP voice

「ボクはミニのユーザーだった期間が長かったので、ミ
ニ乗り、
つまりお客様の気持ちがよく分かるのです」と
話す大前代表。そのユーザーの立場に立ったダックスの
サービスのひとつに、独自の買い取りシステムがある。
「通常、クルマの買い取りではドレスアップやチューン
は評価の対象になりませんが、ウチではきっちり評価
します。
モディファイは付加価値と考えているのです」。

広々とした敷地にズラリと並ぶチームダックスの販売車輌。現在のユーズドミニのボリュームゾーンである 1.3 ｉのほかに、今や稀少と
なったミニ 1000 も多く在庫している。'12 年 5 月には新ショールームが完成。1 階を車両展示スペースにした高床式になっている。

SUSPENSION

1300 チューニングク
ラスのレギュレーショ
ンに合わせて造られた
ダックスのレーシング
カー。同店チームのマ
シンはすべてこのカ
ラーリングだ。

SHOP voice

209

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

208

INTERIOR

037

中部エリア

近畿エリア

青森県青森市

タイヤセレクトあおもり

中国・四国エリア

九州エリア

TIRE SELECT AOMORI

tel.017-744-2711

shop.dunlop.co.jp/shop/syousai/index.php?id=124882

ライトからハードまで、
英国車に滅法強い認証店

SHOP voice
「 メ ン テ ナ ン ス、ド レ ス ア ッ プ、
チューニング、そして車検まで、法
令を守り、長く楽しく乗れるミニを
ご提案しています。ミニを知らなく
てもご安心ください。当店では、ま
ずは車両を購入するゼロから始め、
フォローも万全。まずは、お気軽に
ご相談ください」と、宮川主任。

街のタイヤ屋さんとして親しまれているタイヤセレクトの
なかでも、ひときわミニに強いショップがココ!
Text = Yuji Sugiyama

東北エリア

関東エリア

036

中部エリア

近畿エリア

高知県高知市

中国・四国エリア

九州エリア

MINI SPECIAL PROSHOP
MECHADOCK

ミニスペシャルプロショップ メカドック

tel.088-878-5157

mechadock.cup.com

健康なミニをユーザーの手元に届けるメカのお医者さん

INTERIOR

店名の「メカドック」は「メカニック・ドクター」の略。読んで字のごとくメカのお医者さんだ。
健康なミニをユーザーに楽しんでもらうべく、中村代表以下全スタッフが日々治療に励んでいる。
Photo & text = Yoshio Takeno

ダンロップ系のタイヤショップとして全国規模で展開

ENGINE

ENGINE

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

されているタイヤセレクトのなかで、ミニを含めた英国
車に強い専門店として東北圏のオーナーから熱く支持さ
れている「タイヤセレクト青森」
。コンディション管理に

日産プリンス

★
DRIVE TRAIN

東消防署

□車検
一般整備

□自社工場

4

豊富なメニューを用意。認証工場にも指定されている確

店頭にグッドコンディションのミニが並ぶ一方、店内にジャ
ガー Mk Ⅱが鎮座するなど、一般的なタイヤセレクトとは異
なる味わい深い店造りが特徴。各種整備、車検作業も同店で
受けられる法令遵守の認証工場であり、4 輪アライメント測
定器やリフトも 2 機完備。迅速ていねいな作業も自慢。

かな整備力も大きな自慢で、多種多様のニーズに合わせ、
ストレスフリーで長く、そして楽しく乗れるミニを多角
的に提案してもらえるミニユーザーの心強い味方だ。

メカドック渾身の技術
が詰め込まれたレーシ
ン グ カ ー。'11 年 の
ASAN Super
Endurance Run で は
初出場＆総合優勝の快
挙を成し遂げた。

タイヤセレクトあおもり 〒 030-0901 青森県青森市港町 2-27-21 TEL 017- 744 -2711 FAX 017- 744 - 271
営業時間 9 :00-19:00 定休日 不定休 URL http://shop.dunlop.co.jp/shop/syousai/index.php?id=124882039
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

SUSPENSION

SHOP DATA

サークル K

DRIVE TRAIN

ングからドレスアップ、板金塗装、レストアなどなど、

合浦小学校

みちのく
銀行

SUSPENSION

欠かせない基本的なメンテナンスはもちろん、チューニ

tel.022-349-8058

トラディショナルななかに光るセンス！
機能性とディティールへのこだわり

SHOP voice

経験とノウハウがものをいうクラシックカー界。
そのなかにあってエンスーも注目する東北の名店。

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide
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□チューニング

GOODS

GOODS

□レストア

FAX 088-878-5158

CHEMICAL

□鈑金・塗装

ミニのフェイスを移植した
ウォークスルーバンも大好評

□自社工場

'11

年の大河ドラマで話題を集めた土佐

□車検
一般整備

高知。その郊外に、地元はもちろん四国

□各種ローン
取扱い

全域のミニ乗りのファンをもつスペシャ

□レッカーサービス

ルショップがある。
「ミニスペシャルプ

□高価下取り

長く楽しく乗っていただくためには、お

□中古車販売

TEL 088-878-5157

ロショップ メカドック」だ。
「ミニに

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

ミニスペシャルプロショップ メカドック 〒 781-5103 高知県高知市大津乙 1211-5
営業時間 9:00 ～ 19:00 定休日 水曜日 http://mechadock.cup.com

客様の負担を減らさなければなりませ

□オリジナルパーツ
販売

SHOP DATA

ん。そのためには、とにかくいい状態、

□チューニング

北浦

健康な状態のミニを造る。それがボクの

□レストア

★

大津小学校

常時更新されているのでぜひチェックして欲しい。

ペンタグラム 〒 983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町 2-5-7 TEL 022-349-8058 FAX 022-349-8057
営業時間 9:30 ～ 18:30（日曜日は 18:00 まで） 定休日 月曜日・隔週日曜日
http://www.pentagram.cc
□鈑金・塗装

374

ホームページやブログで、在庫車情報や新商品なども

仕事だと考えています」と代表の中村学

□自社工場

のサポートも充実しており、オーナーには心強い存在だ。

さんは話す。そのスタンスこそメカドッ

SHOP DATA

4

ルマたちが新しいオーナーを心待ちにしている。購入後

ク＝メカのお医者さんたるゆえんだ。メ

Audi 宮城野

希望のミニ探しから手持ちのミニのカスタム、チューニン
グ、レストアなどあらゆるニーズに対応。機能性を兼ね備
えた美しさが『ペンタグラム』の得意とするところ。なん
とスタッフ全員がミニ乗り！ オーナーの好みに合わせ心
を込めてじっくり仕上げてもらえる。

カドックは国土交通省の認証工場。高年

★

式のエアバッグミニからオールドミニま

兼ねた屋内の展示スペースにはバリエーション豊かなク

ですべてのミニをしっかり健康に整備し

スーパー
オート
バックス

てくれる。特にオールドミニのレストア

ハウや経験は、整備にも存分に活かされている。工場を

若竹 IC

は中村さんの好きな分野。現在手がけて

384

うデリケートなクルマを長年取り扱うことで培ったノウ

中村さんのコダワリの整備
とレストアの腕を信頼する
ファンは多く、地元高知は
もちろん四国全域、さらに
は遠く大阪からメカドック
に訪れるユーザーも。

鋭意制作中のカントリーマン。
コダワリの
レストアに述べ 3年。
'97以降のエンジ
ンを搭載し快適仕様に仕上げるそうだ。

いるカントリーマンも３年かけて製作し

を幅広く扱っているプロショップ。クラシックカーとい

高知道

ているというから、そのコダワリが想像

ンタグラム』は英伊のライトウェイトのクラシックカー

高知 IC

できる。また、ミニのフェイスを移植し

ビンテージミニから高年式ミニまで数多く取り扱う
『ペ

45

Special
Shop Guide

工場は本社 1 階のほか、離れた所にもう
1 カ所設けられている。
ふたつのファクト
リーで確かな整備を行ってくれるのだ。

Text = Yuji Sugiyama

小鶴新田

211

ウッディでモダンな店内。落ち着いたく
つろぎのスペースで、
メンテナンスの相
談やミニ談義が日々展開されている。

たウォークスルーバンといったカスタム

英国車ショップの店長を 20 年勤め
３年前に独立した代表の山川さん。
クラシックカーとの関わりはすでに
30 年以上というベテランであり、
その人脈も大きな財産だ。
「クラシッ
クミニの事でしたら気軽にご相談く
ださい。迷った時はクルマを前にし
てお話しするのが一番ですよ」
。

□車検
一般整備

www.pentagram.cc

WHEEL

WHEEL

ペンタグラム

PENTAGRAM

「旧いクルマをビシッとキレイに再生するのが好き
なんですよ」と話す中村代表。オールドミニのレス
トアにはひとかたならぬコダワリを持っている。と
はいえオリジナルこそすべて！というスタンスでは
なく、インジェクションを載せ快適仕様に仕上げる
という柔軟さももっている。左の写真のインジェク
ションカントリーマン、完成が楽しみだ。

高知市から南国市、
高知龍馬空港方面へ向かう大津バイパス沿いにある店舗は 1 階がファクトリー兼ガレージ、2 階がショールー
ムになっている。お店の前には同店が厳選し、かつ徹底整備した上質のユーズドミニが並ぶ。

カーも製作。好評を博している。

CHEMICAL

038

宮城県仙台市

ELECTRIC

ELECTRIC

SHOP voice

210

INTERIOR

041

中部エリア

群馬県藤岡市

近畿エリア

中国・四国エリア

九州エリア

British Car Shop RISING

ブリティッシュカーショップ ライジング

tel.0274-40-3670

www.rising-mini.jp

ひとりひとりの個性や趣向に
合わせたミニライフをサポート

SHOP voice

およそ半世紀に渡ってミニと英国車のオーナーたちを
支えてきた老舗は、パーツと車両の数も実に豊富だ。
Text = minimaga

群馬県藤岡市の「ライジング」は、その前身から数
えて 24 年、多くのミニ乗りと英国車フリークたちに
支持されているスペシャルショップだ。ミニの他 MG

関東エリア

039

ミニ グローリーズ

日頃のメンテナンスにもっとも力を
入れている同店では、オイル交換時
などにあわせて各部を無料点検する
など、日々のチェックを欠かさず行
い、安心・安全のミニライフを提供。
「堅苦しさのない、女性でも気軽に
立ち寄れる、オープンなミニショッ
プを目指しています」と井上代表。

DRIVE TRAIN
SUSPENSION
ELECTRIC

藤岡 JCT

□自社工場

□鈑金・塗装

□オリジナルパーツ
販売

ビーエルカーズ

□輸入パーツ販売

房総の豊かな丘陵の入り口、東金。そんなミニにとっ
ても暮らしやすい環境にあり、地元周辺のユーザーばか
りか、
広く関東のミニオーナーが訪れるショップが
「ビー

東金

36

大行寺

265

思川

□車検
一般整備

クミニ系では珍しいほどにモダンな造りが新鮮だ。サー

至野木

ビスにもこだわりがあり、
（要望があれば当然対応可能

店内は一般車を扱っているプロショップに近い雰囲気で、
他店のようにビンテージパーツがギッシリと並ぶ光景はナ
シ。ミニを快適に乗り続けるための、消耗品を中心とした
ディスプレーとなっている。2 基のリフトで迅速な作業が
受けられるほか、アライメント測定器も完備している。

であるものの）ショップのスタンスは基本純正。過度の
モディファイは本来の楽しさをスポイルしかねないと、
純正をベースとした整備に重点を置いている。

ミニ グローリーズ 〒 323-0041 栃木県小山市大行寺 219-4 TEL 0285-38-3217 FAX 0285-38-3218
営業時間 10:00 ～ 19:00（土日祭日は 18:00 まで） 定休日 月曜日 第 3 日曜日 http://www.glorys-mini.com

□自社工場

□鈑金・塗装

040

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

ノウハウの深さに感銘して、
通う常連客が多いのである。
お店の基本姿勢はミニに精通したスペシャリストとし
認証工場でベテランのメカニックが行う点検整備及びチュー
ニングは実にていねいでツボを押さえている。また、心を込め
たメンテナンスにより、常に快適なミニを楽しめると常連客に
好評だ。遠方からもやってくるのも納得。常連客で作られるク
ラブヒストリーではツーリングやジムカーナを楽しんでいる。

て、快適に乗り続けるための的確なアドバイスを行うこ
と。おすすめは、6 カ月毎のハーフチェックとパーフェ
クトチェックの組み合わせ。これを行うことで日常のト

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売
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□輸入パーツ販売

ミニオート

tel.0274-23-3205

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

□各種ローン
取扱い

mini auto

高品質なユーズドミニを
リーズナブルな価格で

代表の高橋さんは国産ディーラーの
メカニック、保険会社のアジャス
ターを経て同店を創業。ディーラー
勤務時代から、いちユーザーとして
ミニライフを楽しんでいた、30 年
以上のミニ歴を誇る趣味人だ。
「車
検や点検整備もお任せください」と
高橋代表。

上質で低価格のミニを豊富にそろえる「ミニオート」。中古
パーツの在庫も多数で、ミニ乗りの物欲を刺激するお店だ。
Text = minimaga

「ミニオート」
は、
お宝探検気分が味わえるミニのプロショッ
プだ。
店内には中古や当時モノまでさまざまなパーツがギッ
シリ。物欲全開のミニ乗りにはたまらない空間になってい
る。さらに、
ユーズドミニも厳選在庫。グッドコンディショ

17

ンのミニを、実にリーズナブルな価格で提供してくれるの

北藤岡

がウレシイ。また同店は毎年 8 月に群馬県の浅間崋山博物

JA
小野小学校

★
藤岡 IC

ピット
100

出光
関越道

13

SHOP DATA
□高価下取り

□レッカーサービス

park22.wakwak.com/~miniauto3205

SHOP voice

ラブルを未然に防止できるのだ。詳しくは HP を。

□中古車販売

□高価下取り

□車検
一般整備

□自社工場

上信越道藤岡 IC を降りてすぐと交通アクセスも抜群。お
店の前には高橋代表厳選の上質中古車が並ぶ。オールドミ
ニからエアバッグミニまでバリエーションも豊富だ。また
新展示場には格安物件コーナーを新設。こちらも要チェッ
クだ。

館駐車場で行われる「Mt.Asama MINI meeting」を主催。
夏の風物詩となっている。昨年は、ショップ近くの道の駅
ららんを利用したフリーマーケットも企画。ユーザーたち
へミニを媒介とした楽しみも提供し続けている。

ミニオート 〒 375-0005 群馬県藤岡市中 975-1 TEL&FAX 0274-23-3205		
営業時間 11:00 ～ 21:00 定休日 木曜日 http://park22.wakwak.com/~miniauto3205
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□レストア

□中古車販売

群馬県藤岡市

エルカーズ」だ。長年ミニを扱い続けてきた今関社長の

ビーエルカーズ 〒 289-1326 千葉県山武市成東 561-1 TEL 0475-82-8484 FAX 0475-82-8616
営業時間 10:00-19：00 定休日 月曜日・第 1 日曜日・第 3 火曜日 URL http://bl-cars.com
□鈑金・塗装

ラーをイメージさせるデザインとなっており、クラシッ

GOODS

GOODS

http://bl-cars.com

点が他店と大きく異なる。店構えもニューミニのディー

CHEMICAL

□自社工場

BL Cars

だけを扱う専門店としての立ち場を明確にしているが、
「ミニグローリーズ」はニューミニも積極的に取り扱う

WHEEL

求名

★

線
幹
新
越
上

★

□車検
一般整備

□各種ローン
取扱い

Text = Hideyuki Takane

津辺
交差点

国保成東病院

SHOP DATA

□レッカーサービス

ドライブがてら遊びに行くのも最適。熟練のスタッフが
ミニライフを楽しむ秘訣をアドバイスしてくれるぞ。

至銚子

126

□高価下取り

264

SHOP DATA

広く関東から常連客が通う
確実＆的確なメンテで定評の店

「ミニは電化製品のような使い捨て
のクルマではありません。転ばぬ先
の杖として、早め早めのメンテナン
スが最終的にはリーズナブルに長く
乗る秘訣です。１台のクルマにずっ
と長くお乗りいただくために、わた
したちができることをアドバイスさ
せていただきます」と今関社長。

東金 IC

□中古車販売

tel.0475-82-8484

SHOP voice

成東

Special
Shop Guide

□チューニング

FAX 0274-40-3671

本誌で紹介するショップの大半は、クラシックミニ

4

技術でしっかりサポートしてくれるから安心だ。

千葉県山武市

山武成東 IC

213

□レストア

042

至千葉

これらの施工や整備に関しても、自社工場にて確かな

ブリティッシュカーショップ ライジング 〒 375-0002 群馬県藤岡市立石 1221-8 TEL 0274-40-3670
営業時間 9:00 ～ 18:00（土・日曜日は 9:00 ～ 18:00） 定休日 木曜日 http://www.rising-mini.jp

SHOP DATA
□車検
一般整備

ングまであらゆるニーズに迅速に応えてくれるのだ。

Text = Yuji Sugiyama

ELECTRIC

WHEEL

藤岡 IC

上／国道 17 号線に面した店舗。写真の奥にも多数のミニが。
左下／広々としたショールームにはオールドミニや MG ミ
ジェットなど英国スポーツのほか、
大量のパーツやグッズ類が展
示されている。右下／設備充実の自社工場でメンテナンスも
しっかり。同店のブログには整備の情報もアップされている。

ニューミニも並行して扱うなど、
他店とは異なるミニへのアプローチは新鮮そのもの!

至小金井

にもおよぶパーツの在庫。ドレスアップからチューニ

www.glorys-mini.com

SUSPENSION

CHEMICAL

新町

tel.0285-38-3217

SHOP voice

のオールドミニもそろえている。さらに注目は数千点
クラシエ
フーズ

小野
中学校

MINI-GLORY'S
日頃のメンテを重視する
地域密着型プロショップ

ニは高年式モデルはもとより、MkⅠやライレーなど

★ トヨタ
カローラ

九州エリア

DRIVE TRAIN

岡

中国・四国エリア

小山

北藤

近畿エリア

栃木県小山市

やロータスなどの英国ライトウェイトも多数展示。ミ
178
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中部エリア

ENGINE

代表の新井康彦さんはアパレル業界か
らプロショップに転じた異色の経歴を
もつ。根っからのクルマ好きで高校生
のころはクルマ屋でアルバイトしていた
という。
「そのお店でクーパー S に乗っ
て衝撃を受けたのがミニとの出会い
でした」
。以来、
ミニの魅力に長年取り
つかれてきたミニファンでもあるのだ。

東北エリア

INTERIOR

ENGINE

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

212

INTERIOR

中部エリア

045

近畿エリア

埼玉県新座市

中国・四国エリア

Factory COOPER'S

ファクトリークーパーズ

tel.048-423-0184

SHOP voice

何とエリア内なら出張料無料！原因不明のトラブルも
根治させるミニオーナーの隠れ家。
Text = Hideyuki Takane

埼玉県の新座市にある「ファクトリークーパーズ」
20 年を超えるベテランメカ、Dr.MiNi が切り盛りす
るショップだ。自社でエンジンのオーバーホールから
鈑金塗装まで行うため、リーズナブルでクオリティの

SUSPENSION
ELECTRIC

中村歯科
番星寺

全塗装 10 万円～、ヘッド OH4 万円～、修理の出張費はエリ
ア内なら無料という破格さは、ミニに乗っているオーナーを
応援したいという気持ちから。ただし、ブレーキを強化しな
いユーザーのミニはエンジンチューンはしないという。バラ
ンスの取れた仕上がりでミニの走りを楽しんでもらうためだ。

□自社工場

□鈑金・塗装

046

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

東京都江東区

シップスリトルカーズ

□中古車販売

□高価下取り

□各種ローン
取扱い

SHIPS LITTLE CARS

tel.03-5548-0032

www.littlecars-smw.co.jp

「SHIPSリトルカーズ」は、アパレルのセレクトショップ
として名高いSHIPSのカーライフコンセプトショップだ。
Text = Yoshio Takeno

「SHIPS リトルカーズ」は SHIPS が「ミニのあるラ
イフスタイル」を提案するコンセプトショップ。'10
年の 3 月に東京東雲に移転オープンした同店だが、

卓越した仕上がりの良さで、同業者からも絶大な信
頼を寄せられている鈑金塗装技術は、同店イチオシの
セールスポイント。この道を極めた匠の手腕は大きな

高田 IC

る作業を自社で手がけている。チューニングも得意と

道路

する同店ではあるが、過度なチューンは乗りにくさを

大綱

街道

誉田

★

セブンイレブン

□車検
一般整備

キャブはキャブ、インジェクションにはインジェクション
にあったチューンを推奨し、乗りやすく、かつ壊れないミ
ニを造る同店のモットーは決してやり過ぎないこと。 先の
7 月に、手塩に掛けて仕上げた極上車がズラリと並ぶ、総
面積 40 坪を越える新しいショールームをオープンした。

□自社工場

□鈑金・塗装

□レストア

044

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

千葉県流山市

カーセール・アオキ

GOODS

東雲 IC

★

東京
トヨペット 池下レディース
クリニック東雲

□車検
一般整備

□自社工場

ベイエリア東雲の一角に建つお洒落なレンガ造りの店舗。
1 階はファクトリーとショールーム、2 階は英国パブをイ
メージしたカフェとセレクトショップになっている。愛車
のミニをメンテしてもらっている間は 2 階でランチ、と
しゃれこむのもステキだ。

「いろんなトラブルのミニがあるの
で、原因を突き止めるためには先入
観を持たないようにしています。考
え方が狭くなると解決まで時間がか
かることもありますから。しかし治
らないトラブルはありませんから、
お悩みの際は現車を持ってきて相談
してください」と青木代表。

□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売
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□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

★吉野家

□各種ローン
取扱い

CAR SALE AOKI

www.cs-aoki.com

Text = Hideyuki Takane

他の欧州車や日本車とも異なるミニのインジェクション
システム。そんな複雑で高度な電子制御装置の修理やモ
ディファイを得意とするのが「カーセール・アオキ」
。代

至東京

至野田

□車検
一般整備

□自社工場

いことにチャレンジして難題を解決していく人だ。だから

流山駅

流山 IC

SHOP DATA
□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

複雑に制御が絡み合うインジェクションミニの
トラブルからヘビーなチューニングまで対応。

流山市役所

インジェクションのトラブルにも強く、ミニの ECU を解

江戸川

とはひと味違った、
さり気なく「着替える」といった、

FAX 03-5547-6647		

□レッカーサービス

表の青木正己さんは探求心と技術力の高さから、常に新し
らーめん
勝ちゃん

ウと SHIPS のセンスが融合し、定番のモディファイ

シップスリトルカーズ 〒 135-0062 東京都江東区東雲 1-6-8 TEL 03-5548-0032
営業時間 10:30 ～ 19:30 定休日 水曜日 http://www.littlecars-smw.co.jp

□高価下取り

ミニのあらゆる部分に精通
したテクノロジーの求道者

メカニックをつとめていたクルマのプロ。そのノウハ

お洒落なミニ造りをプロデュースしてくれるのだ。

□中古車販売

中古車は納車前の整備だけでなく、お好みの仕様にモディ
ファイすることも可能。インジェクターのテスターやシャ
シーダイナモを導入しており、フルコンへの換装も得意だが、
チューニングも数字上のパワーを求めるのではなく、乗りや
すく楽しい、飽きずに長く乗れる仕様を実現している。

析して修理やチューニングの可能性を高めている。もちろ
んミニのメカニカルな部分においても非常に詳しい。中古
車も豊富で、納車前の整備により 1 ～ 6 ヶ月の保証が付
くのもポイント。レースへの参加も積極的だ。

カーセール・アオキ 〒 270-0176 千葉県流山市加 4-1656 TEL 04-7150-5600 FAX 04-7150-5601
営業時間 10:00-19:00 定休日 月曜日 第 3 火曜日 URL http://www.cs-aoki.com
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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SHOP DATA

手がけている。店長の三浦亮一さんは開業前から長年

するなど、
ミニを長く楽しむサジ加減も独特なものだ。

GOODS

Special
Shop Guide

シックミニだけでなくニューミニもデビュー当初から

エンジン系に至ってはあえてのライトチューンを提唱

tel.04-7150-5600

SHOP voice

至三郷

215

イオン
ショッピング
センター

いう考えをもつ。できる技術力があるにも関わらず、

ブランズハッチモーターワークス 〒 290-0151 千葉県市原市瀬又 562-2 TEL 0436-52-2023 FAX 0436-52-1059
営業時間 10:00 ～ 19:00（日曜日は 18:00 まで） 定休日 月曜日 URL http://www.brandshatch.co.jp

スペシャルショップとしてのキャリアは長く、クラ
深川
第五中学校

助長し、結果的にミニに乗る楽しさを奪いかねないと

CHEMICAL

「ボクたちの仕事は、クルマのたた
ずまいを整えることだと考えていま
す」と三浦店長。ユーザーが手を加
える「隙」を敢えて残すことで、そ
のまま吊しで乗るもよし、さらに自
分流に手を加えるのも OK、という
自由度をもたせるモディファイが
SHIPS 流のミニ造りだ。

Text = Yuji Sugiyama

WHEEL

SHIPS がプロデュースする
ミニのスペシャルショップ

SHOP voice

メカ系、そして鈑金塗装系に強い実力店であると
同時に、やりすぎ感を抑えた実用性のあるミニを提案。

東金

SHOP DATA
□レッカーサービス

www.brandshatch.co.jp

アドバンテージであり、ほかにもミニに関するあらゆ

千葉

千葉 JCT
大宮 IC

九州エリア

この道ウン十年を誇る
鈑金塗装に絶対の自信 !

SHOP voice

に対応してきた幅広い実績が強みだ。

□輸入パーツ販売

tel.0436-52-2023

「ミニのコンディション管理は、
日々
のメンテナンスのほか、使うリペア
パーツのクオリティがとても重要で
す。当店ではパーツ選びにもこだわ
り、より精度の高い純正品を世界中
から探し出し、できる限り純正に近
い状態でみなさんにご提供するよう
に心がけています」と沼田代表。

エンジンを造ったりと、ミニについてはあらゆる要望

FAX 048-423-0184

中国・四国エリア

Brands Hatch MOTOR WORKS

ブランズハッチモーターワークス

たミニを一晩で完治させたり、1000cc で 100ps の

ファクトリークーパーズ 〒 352-0017 埼玉県新座市菅沢 1-4-8 TEL 048-423-0184
営業時間 8:30-18:30 定休日 月曜日、イベント日 URL http://www.drmini.info

SHOP DATA
□車検
一般整備

スズキ
アリーナ

も長年原因不明のインジェクションの不調に悩んでい

千葉県市原市

近畿エリア

ELECTRIC

WHEEL

40

高いサービスを提供できるのがポイント。これまでに

コジマ

043

中部エリア

SUSPENSION

CHEMICAL

野火止
小学校

関東エリア

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

254

東北エリア

ENGINE

は、レースメカから国産チューナー、そしてミニ歴も

新座

★

www.drmini.info

ヘッド OHなら 4 万円～
とにかく破格の値段に注目

「ミニのエンジンはイジればイジッた
だけパワーも出ますし、治らないト
ラブルなんてありません。チューニ
ングしても今ひとつの調子だったり、
長年の不調に悩んでいる人は一度相
談にきてください」
。エンジンのオー
バーホールはバランス取りまで行う
など、こだわりぶりも相当だ。

十文字学園
女子大

九州エリア

INTERIOR

ENGINE

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

214

INTERIOR

049

キャメルオート

DRIVE TRAIN

テが絶対条件というポリシーこそあるものの、それ以

ロイヤルホスト

至高尾

店頭にズラリと並ぶミニは同店でしっかり整備、オーバー
ホールされた極上車。インジェクションの扱いもお手のも
の。ミニを長く維持するためのメンテナンスを重視し、コ
ンディションの危ういミニに対し待った ! を掛けてくれ
る、同店のヒーロー“マッターマン”にも会えるかも !?

□鈑金・塗装

□レストア

□オリジナルパーツ
販売

www.leaf-g.co.jp

日産のレースエンジニアとして活躍した後に独立して
リーフガレージを立ち上げ、ミニのレースへと挑戦した
人物だ。シャシー造りからエンジンチューンまで独自の

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売
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□輸入パーツ販売

いるようにリラックスできる。
代表の佐川さんは、
ロー
バー系のディーラー出身。そのネットワークを活かし
て、良質な車両を提供し続けている。整備にも定評あ
練馬区江古田の街並みにとけ込んでいる「ストックマン・
ラルフカーズ」
。小さいながらも洒落たショールームには、
とっておきの 1 台が飾られている。
「在庫車両はけっして
多くはありませんが、少ないからこそ全車に目が行き届く
のです。コンディションの良さには自信があります」
。

★

□自社工場

□鈑金・塗装

ダビデ

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

DAVID

www.david-japan.com

Text = Hideyuki Takane

中央高速や東名高速と首都高速がそれぞれ切り替わ
る世田谷の環八。どの高速からもアクセスがいい絶妙
な位置にあるプロショップが「ダビデ」だ。サーキッ
トでのサポートも積極的に行っていることから、ハー
ドな走りのイメージを持たれがちだが、実際の業務で

八幡山

ドンキホーテ

★

□自社工場

FAX 03-3954-0006

首都圏からのアクセス良し。見違えるような走りを
見せるボディダンパーも試装着可能。

は大半が街乗り、しかもノーマルに近いミニだとか。

スズキ

□車検
一般整備

□中古車販売

tel.03-3306-2343

至新宿

SHOP DATA

プも安心して任せられる。

車高や足まわりにこだわる
職人気質のメカがいるお店

至調布

チトセ
タイヤ

てくれるのだ。もちろん、チューニングやドレスアッ

東京都世田谷区

環八

デイリー
ヤマザキ

高さを感じさせくれる実力ショップだ。

□中古車販売

□チューニング

すでに生産終了から 12 年を迎えた
クルマだけに、コンディションが崩
れてきた個体も増えていることか
ら、キチンとノーマルのコンディ
ションを確認して欲しいと語る高江
代表。
「チューニングよりまずメン
テナンスです。素のミニだって本来
の走りは素晴らしいんですから」
。

ら、ヘビーなチューニングまであらゆる部分でレベルの

FAX 045-911-1298		

□レストア

SHOP voice

トリートにおいても高品質でリーズナブルな中古車か

齋藤さんが腕をふるい、短時間で完調のミニに蘇らせ

ストックマン・ラルフカーズ 〒 176-0005 東京都練馬区旭丘 1-18-1 アクシス 101 TEL 03-3954-0007
営業時間 10:00 ～ 19:00 （日曜・祝日は 11:00 ～ 19:00） 定休日 水曜日 http://www.stockman-r.com

048

芦花公園

り。ショールーム裏手のファクトリーでは敏腕メカの

1F は中古車や修理車両の駐車スペースとファクトリー、
2F はパーツのストック＆ショールーム。ネット通販も行っ
ており、
珍しいアイテムも多いことから人気となっている。
ミニを中心に 12 年やってきたショップは、マニアの支持
も厚いのである。

ケミカル剤へのこだわりといった日常的な整備でもノ
ウハウを感じさせる一方、ハンドリングや乗り心地を
向上させるボディダンパーなど、革新的なアイテムの
導入にも意欲的なショップなのだ。

ダビデ 〒 156-0056 東京都世田谷区八幡山 2-25-15 TEL 03-3306-2343 FAX 03-3306-2348
営業時間 10:00-20:00 定休日 月曜日 イベント開催日 URL http://www.david-japan.com
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□レストア

□公認車検

の戦い方まで密度の高いノウハウを伝授してくれる。ス

リーフガレージ 〒 224-0012 神奈川県横浜市都筑区牛久保 1-1-24 TEL 045-910-6181
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 水曜日 レース開催日
http://www.leaf-g.co.jp
□鈑金・塗装

通り

かわいらしい店舗は、まるで自宅のリビングルームに

GOODS

横浜市営
地下鉄

□車検
一般整備

ノウハウで仕上げるマシン造りだけではなく、レースで
大通りに面したファクトリーは清潔で開放的な雰囲気。エ
ンジンのオーバーホールやチューニングを行った際には、
作業中の工程を撮影し、納車時にフォトアルバムとして渡
してくれる。緻密な作業ぶりが確認できて、満足度の高ま
ること必至だ。

目白

それが「ストックマン・ラルフカーズ」だ。小さくて

420

ファミリー
マート

江古田の森
公園

アットホームでついつい長居してしまうショップ、

CHEMICAL

横浜・都筑の「リーフガレージ」は長年ミニのレース

都筑 IC

センター北

□自社工場

LEAF GARAGE

で活躍し続けてきた、
業界の有名店。代表の薄葉さんは、

第三京浜

□車検
一般整備

□各種ローン
取扱い

Text = Hideyuki Takane

★

セブン
イレブン

SHOP DATA

□レッカーサービス

速いだけでなく壊れないミニを造る。
独自のノウハウとこだわりの姿勢で常連客多し。

至目黒

439

Text = minimaga

WHEEL

至渋谷

スーパー
オートバックス

武蔵大学

自宅のリビングルームのように居心地がいい
都内の街にたたずむ小さなミニショップ。

区立旭丘
小学校
さくら
小学校

SHOP DATA

レースで圧倒的な強さを
見せつけた超実力派ショップ

「単にパワーを上げてグリップの高い
タイヤを履かせるだけでは、一瞬だ
け速くてもレースでは勝てません。
勝てるうえに無駄なお金のかからな
い、キッチリと速いミニを造ります。
もちろんストリートチューンも目的
や予算に合わせて理想的な状態に仕
上げますので、ご相談ください」
。

246

□高価下取り

tel.045-910-6181

SHOP voice

エネオス
釣り具の
point
中川

□中古車販売

神奈川県横浜市

リーフガレージ

田

www.stockman-r.com

程度にこだわった販売車両
メンテの迅速な対応もうれしい

熱烈に応援してくれる、良い意味でラフなお店なのだ。

□輸入パーツ販売

tel.03-3954-0007

ELECTRIC

050

□チューニング

江古

れることなく、ミニのリムジン化やピックアップ化な

キャメルオート 〒 192-0016 東京都八王子市谷野町 1186-3 TEL 0120-810-002 FAX 042-691-0120
営業時間 10:00 ～ 20:00（日曜日は 19:00 まで） 定休日 水曜日 第 2 火曜日 URL http://www.camel-auto.co.jp

□自社工場

ストックマン・ラルフカーズ

九州エリア

Stockman Ralf CARS.

誕生からほぼ半世紀の間、基本設計
を変えずに存在し続けたクルマ、ミ
ニ。
「わたしたちはヒストリックカー、
もしくはビンテージカーと呼んでも
差し支えのない歴史を持つミニを、
いつまでも大切に乗り続けたいとい
う方々のサポートをいたします。何
でもご相談ください」
と佐川代表 。

外はすべてフリー。定番のビンテージ系メイクに縛ら
ど、固定観念に縛られることなく、個人の自由な発想を

東京都練馬区

中国・四国エリア

SHOP voice

かもしれないが、
「キャメルオート」に関してはそんな
心配は一切無用 ! ミニに快適に乗る基本は日々のメン

近畿エリア

SUSPENSION

SUSPENSION

ナーも筋金入りのフリーク……なんてイメージがある

047

中部エリア

DRIVE TRAIN

ELECTRIC

大な知識量とウンチクで圧倒され、出入りするオー

関東エリア

ENGINE

WHEEL

ミニのプロショップと聞くと、職人さんがいて、膨

八王子 IC

SHOP DATA
□車検
一般整備

Text = Yuji Sugiyama

東北エリア

崎
長
東

セブン
イレブン

★

www.camel-auto.co.jp

知識量や経験、性別に関係なく、誰もが自由に楽しむこ
とをモットーとする、とってもお茶目な注目店!

至国立

車道
自動
中央

CHEMICAL

CAMEL AUTO

SHOP voice

谷野街道

九州エリア

敷居は低く、間口は広く
型にハマらず楽しもう !

至横浜

Special
Shop Guide

中国・四国エリア

tel.0120-810-002

「ミニを楽しむ方向性は人それぞれ。
定番メイクの楽しさもあれば、型に
捕われない意外性を追求するものひ
とつの楽しみ。当店作の、全長を延
長したリムジンは送迎車として大活
躍中です。ぜひ 1 度乗りに来てく
ださいね ! 当店のスタッフブログも
ぜひご覧ください」と曽根専務。

横浜青葉 IC

217

近畿エリア

東京都八王子市

16

GOODS

中部エリア

INTERIOR

ENGINE

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア

216

INTERIOR

中部エリア

053

近畿エリア

中国・四国エリア

愛知県一宮市

ミニキッズ

tel.0586-75-3230

九州エリア

Mini Kids

www.minikids.co.jp

まじめ & 確実、安心かつ
充実のメンテメニュー !

SHOP voice

地域密着型のホットショップである「ミニキッズ」は、
ミニを長く乗るため基本として、
“整備第一”を宣言!
Text = Yuji Sugiyama

「ミニキッズ」は特にメンテナンスに力を入れている、中
部地方有数のプロショップ。中村代表が断言する「まじ
めな整備」が信条であり、手がける中古車はすべて中村

関東エリア

中部エリア

051

近畿エリア

中国・四国エリア

神奈川県小田原市

ポテンシャル

tel.0465-37-1297

SHOP voice
「まずは走る、曲がる、止まる、の基
本をしっかりと整備しましょう。ド
レスアップはオーバーデコレーショ
ンにならないシンプルなもので、い
い時代を過ごしてきた雰囲気重視の
モディファイがおすすめです。一か
らクルマを作りますので、お気軽に
ご相談ください」と水口代表。

箱根周辺で走りを楽しむ英国車オーナーが頼りにする店
鈑金工場完備でレストアやボディのモディファイも得意。
Text = Hideyuki Takane

走り好きの聖地「箱根」の麓、小田原市にある「ポ
テンシャル」は、ミニを中心に英国のスポーツカーを
扱うプロショップ。一般整備からチューニング、レス

DRIVE TRAIN
SUSPENSION
ELECTRIC

www2.ctt.ne.jp/oriental

Text = Yuji Sugiyama

技術力に磨きをかけている「富山オリエンタル自動車」
。

□自社工場

□鈑金・塗装

□レストア

052

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

フランチャイズ店であり、パーツの調達など、系列店の
ネットワークを活かした迅速かつ確実性の高い作業は

ダウントン

tel.0532-88-0982

至大沢野

見過ごせない。クラシックミニであれば年式不問で整備
できるノウハウと経験を持つが、近年はとくにインジェ

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

岡本代表自身、ミニ歴 25 年のオー
ナーであり、その目線は常にいちユー
ザー。
「ミニに乗るには乗るためのコ
ンディション管理が大切。悪い箇所
は徹底的に直し、症状が悪化する前
に対処。パーツの精度には絶対の自
信を持っていますので、ぜひ当店で
全力サポートさせてください !」
。

□高価下取り

□各種ローン
取扱い

downtonmini1275gt.com

レース車から街乗り快走車まで、あらゆるニーズを形に
する原動力は、ミニへの真摯な愛情にあり!
Text = Yuji Sugiyama

創業 20 年を数える「ダウントン」は、ミニを思いど
おりに乗りこなすためのツールとなるパーツを積極的
に開発するなど、個々のパーツに高い精度を追求する匠

東部
小学校
睦美
保育園

荻野
病院

31

★
69
362

□車検
一般整備

□自社工場

タッフの高いスキルも財産であり、特に定評のある

賀茂
小学校
豊橋
郵便局

499

SHOP DATA
□レッカーサービス

DOWNTON

系ショップ。厳選パーツのポテンシャルを引き出す、ス
豊川 IC

レスポンスを高める専用パーツもいろいろあるぞ !

□中古車販売

□各種ローン
取扱い

チューニング以外にも、街乗り系から燃費重視系など、
チューニング、カスタム、レストアなど、ミニに関するあ
らゆるニーズに対応するダウントンでは、ときにパーツも
ワンオフする。幅広いメニューはすべて自社で行うなど、
管理体制を徹底し、安心してサービスが受けられる。モッ
トーは壊れないための精度の確保、
乗り続けるための努力 !

目的にあった提案を実践してくれる。すでにオーナーで
ある諸兄はもちろん、ベース車選びすら分からないビギ
ナーもカモン ! 思わず長居したくなる、愛情一杯、親切
ていねいな接客にきっと居心地の良さを感じるはずだ。

ダウントン 〒 442-0812 愛知県豊川市三上町山西 20-3 TEL 0532-88-0982 FAX 0532-88-3242
営業時間 9:00 ～ 19:00（日曜 ･ 祝日は 10:00 から） 定休日 木曜日 URL http://downtonmini1275gt.com
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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□レストア

□レッカーサービス

高精度のパーツと確実作業
技術と信頼のプロショップ

SHOP voice

クションチューンに尽力。点火時期の調整やカムなど、

富山オリエンタル自動車 〒 939-8241 富山県富山市惣在寺 1233 TEL 076-429-9230 FAX 076-429-9235		
営業時間 9:30 ～ 18:30（日曜日は 10:00 ～ 17:00） 定休日 月曜日 祝日 http://ww2.ctt.ne.jp/oriental

□高価下取り

GOODS

★

同店がオススメする“進化剤”と称するエンジン内の金属摩
耗修復剤は、出力やトルク､ 燃費の向上、ノイズ低減などの
効果が期待できるエンジン療法であり、ノウハウのある認定
店でしか受けられない。過去 100 台以上の施工実績があり、
その違いは AT 車が特に顕著で、女性でも体感できるほど !

□中古車販売

愛知県豊川市

愛知県岡崎市に本部がある中部オリエンタル自動車の

橋本商事運輸

□鈑金・塗装

□車検
一般整備

CHEMICAL

ビギナーの憩いの場となる開放感のある店作りを目
指すと同時に、レースへの積極的な参加を通じ、日々の

ます寿司 源

□自社工場

□各種ローン
取扱い

性別、年齢に関係なく、誰が乗っても楽しいミニ!
を提案するとともに、レース参戦で技術を鍛錬。

グリーン
マーケット

41

□車検
一般整備

□レッカーサービス

レースへも積極的に参戦！
インジェクションも得意！
！

至富山 IC

SHOP DATA

□高価下取り

いねいな仕事をリーズナブルに提供している。

WHEEL

WHEEL

tel.076-429-9230

MOTUL998 チャレンジのチャンピ
オンを獲得するなど、レース界での
実績も高い同店だが、ビギナーでも
分かるライトチューンも積極推奨中。
「チューニングの是非は体感するのが
イチバンです。当店のパーツでチュー
ンしたデモカーもご用意できますの
でぜひお越しください」と追分代表。

至笹津

□中古車販売

とか。専属の鈑金工場と契約しているだけあって、て

ELECTRIC

CHEMICAL

□輸入パーツ販売

全に作り直すオーダーメイド仕様のミニも増えている

ポテンシャル 〒 250-0866 神奈川県小田原市中曽根 41-7 TEL&FAX 0465-37-1297
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 月曜日 第 2 日曜日 http://add.since.jp/potential

SHOP DATA

TOYAMA ORIENTAL CARS

富山オリエンタル自動車

らーめん
あっちっち

GOODS

□オリジナルパーツ
販売

SHOP voice

スーパー農道

Special
Shop Guide

□チューニング

富山県富山市

至富山空港

219

□レストア

054

富山県総合
運動公園

ニングも得意。良質の販売車両も一見の価値あり。

あってベース車のボディやエンジンをレストアして完

SUSPENSION

□鈑金・塗装

小田原東 IC

小田原厚木道路の小田原東 IC 近くにある
「ポテンシャル」
。
緑の建物にオレンジの三角が映えるエクステリアだ。整備
用リフト 2 基を備えた広々としたファクトリー。広くて
明るい 2F のショールームは、常連客同士の会話も弾む場
所だ。

DRIVE TRAIN

□自社工場

ファミリー 717
マート

良さを知っているからこそ、
その良さを引き上げるチュー

が、最近は状態のいい個体も少なくなっていることも

小田原
アリーナ

★

の維持にこだわった整備を実践している。オリジナルの

FAX 0586-75-3299

ディションのいいクルマだけを厳選して販売している

シェル

717

て交換するなど、ミニが持つベーシックなポテンシャル

ミニキッズ 〒 491-0811 愛知県一宮市千秋町加納馬場字清水 26 TEL 0586-75-3230
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 月曜日 http://www.minikids.co.jp

SHOP DATA

720 昭和

富水
幼稚園

加納馬場

千秋交番

□車検
一般整備

充実のメンテナンスメニュー以外にも、ミニに関するあらゆ
るニーズに当然対応可能だ。
「お手軽なチューニングからレー
ス用のチューニング、お客様のニーズに合わせたインジェク
ション車のチューニングにもお答えいたします。また、エン
ジン・ミッション O/H、オートマの O/H もお任せください」
。

パチンコ

富水

サークルＫ

★

のチューニング、ドレスアップと考え、敢えて取り外し

add.since.jp/potential

トアまで何でもこなす。中古車は年式を問わずコン

するような味付けがあった場合、
それらを過度
（＝逆効果）

至小牧

布袋小学校

布袋

新155

POTENTIAL

コンディションのいい中古と、
一手間かける高品質な整備が◎

さん自ら試乗。結果、ミニ本来のワクワク感をスポイル
ローソン

九州エリア

ENGINE

メンテナンスに力を入れているミニ
キッズでは、同店が販売した車両に
ついて、6 ヶ月保証と 1 ヶ月後の無
料点検のほか、2 年制の安心パック
制度もオススメ中。
「安心パックは、
6 ヶ月点検 3 回分、オイル交換 3 回
分、エレメント代 1 回分がセットと
なったお得なオプションですよ」
。

東北エリア

INTERIOR

ENGINE

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア
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INTERIOR

057

中部エリア

近畿エリア

岐阜県可児市

オートハウスミヤケ

中国・四国エリア

九州エリア

AUTO HOUSE MIYAKE

tel.0574-62-8186

www.geocities.jp/ahmbmc

レースのサポートは万全
街乗りにも幅広く対応

SHOP voice

ツーリング主体とレース参加の2種類の
オーナーズクラブをもつ、アットホームなお店。
Text = Hideyuki Takane

岐阜県の老舗ショップ「オートハウスミヤケ」は、代
表の三宅昌彦さんの長年のノウハウと、人当たりは優し
いが情熱的なサポートによって、ミニのレースを楽しむ

関東エリア

055

ガレージ ･ ミニマム

SHOP voice

DRIVE TRAIN
SUSPENSION
ELECTRIC

□車検
一般整備

□自社工場

可児御嵩 IC

□鈑金・塗装

058

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

岐阜県可児市

ガレージ 208

Text = Yuji Sugiyama

「簡単なメンテナンスやカスタムなど、できそうな箇所
についてはやり方をレクチャーし、実際に愛車を自分の
手でイジッてもらう機会を設けています」と話す三宅智

入したレアパーツの販売が人気。これはオンライン
ショップでも販売しており、全国のユーザーから引き
合いがある。ミニ独特の機構ゆえのコンディション維
1F はストックカーとファクトリースペース。オイルはガ
ルフのミニ専用を使い、3 回分のプリペイドとなるオイル
チェンジカードは車検時に 5,000 円分の金券になる。オ
イル交換時には同時に無料点検も実施。2F のショールー
ムにはレアパーツが満載だ。

□自社工場

□鈑金・塗装

□レストア

056

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

341

ブルーウイング

文部中学校

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

□各種ローン
取扱い

Blue Wing

www.bluewing-jp.com

北陸道からのアクセスもいい「ブルーウイング」は
遠出してでも訪れたい、くつろぎ系のプロショップ!
Text = Yuji Sugiyama

独立 17 年、ミニ歴 24 年を数える須磨代表は、ミニ
に乗る旨味も苦味も知り尽くした大ベテラン。彼がひ
とりで切り盛りする同店は、カスタムやチューニング、
大得意。一方で、ミニならではのワクワク感は、
“整備”

8

142

が行き届いてこそ楽しめるとし、日々の健康管理に重
IC

若葉

★

27

西野神

SHOP DATA
□高価下取り

□レッカーサービス

□車検
一般整備

□自社工場

ミニ好きの琴線を刺激する店舗は、ところ狭しとミニ関連の
パーツやグッズが並び、接客から実務まで、すべての作業を
ひとりでこなす須磨さんのミニへの愛情も感じさせる造り。
“オーナー目線第一”の接客姿勢は、ネット通販もできる情
報満載のウェブサイトにも見て取れる。ぜひご覧あれ。

点を置いたメンテナンスに尽力。プロショップである
と同時に、ときに診療所的存在として、ときにユーザー
同士のくつろぎスペースとして、遠方からも多数のミ
ニ乗りが訪れる肩肘張らぬ親しみやすさがウレシイ !

ブルーウイング 〒 914-0125 福井県敦賀市若葉町 2-128 TEL 0770-23-5507 FAX 0770-23-3023
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 水曜日 イベント ･ レース開催日 http://www.bluewing-jp.com
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide
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□鈑金・塗装

□高価下取り

親密接客に重きを置く
郊外に佇む憩いのお店♪

を楽しむ姿勢に惹かれたリピーターも多いぞ！

ガレージ 208 〒 509-0202 岐阜県可児市瀬田 208 TEL&FAX 0574-63-6131
営業時間 10:00-20:00 定休日 木曜日 イベント開催日 URL http://www.garage208.jp

□中古車販売

レストアといった、ひととおりのメニューはもちろん

全国的にも珍しいサービスを行っている。ショップの思
い入れを押しつけるのではなく、ユーザーと一緒にミニ

て手続きするとパーツの価格が 10％割引になるのだ。

tel.0770-23-5507

オーナー同士の交流も積極的に図っ
ており、
“月イチ朝イチツーリング”
と称するイベントを開催。
「一緒に
走りたい方なら、車種や年齢など、
一切不問。予約も不要。片道 1 時間
程度ですので、忙しい方でも気軽に
ご参加ください。走るって気持ちい
い。そんな時間を共有しませんか?」
。

とで愛着が増し、経済的な負担も減り、それがミニを長
く乗ってもらうことにつながるという想いから始めた

ング・ケア・サービスというメニューがある。来店し

SHOP voice

新進気鋭のショップオーナー。同店では、自らイジるこ

隅々までキッチリ整備した中古車は、常時 10 台前後販売
しており、購入後 3 ヶ月の保証が付く。ビギナーにとって
工賃など、かかる費用は特に気になるものだが、ウェブサ
イトで目安となる料金表を明確に提示するなど、はじめて
でもわかりやすい接客姿勢もセールスポイントといえる。

10 年以上、同じミニに乗り続けているオーナーにはロ

福井県敦賀市

之代表は 3 年前に「ガレージ 208」をオープンさせた
122

持に必要となるパーツも常にストック。うれしいのは

GOODS

□自社工場

れて買い付けたり、そうして築いた独自のルートで輸

CHEMICAL

SHOP DATA
□車検
一般整備

できるモノはぜひ自分で! をモットーに
ミニイジリの楽しさを味わってもらう場を積極的に提供。

□車検
一般整備

敦賀

藤掛病院

www.garage208.jp

自分でイジる楽しさを
共に分かち合う親密店

★
広見小学校

□各種ローン
取扱い

するだけでなく、代表の池田英久さんが毎年欧州を訪

WHEEL

64

□レッカーサービス

GARAGE208

tel.0574-63-6131

サーキット走行会やレースなどにも
積極的に参加している同店では、訪
れるユーザーさんの参加も大歓迎。
エンジンや足まわりなどの基幹部分
は除くが、ライトな整備法やカスタ
ムなどであれば、そのノウハウを包
み隠さず提供してもらえるので、相
談ごとのある方はぜひ 1 度来店を !

可児
市役所

□高価下取り

「ガレージ・ミニマム」はミニのメンテナンスを得意と

ガレージ ･ ミニマム 〒 921-8002 石川県金沢市玉鉾 4-147-1 TEL 076-291-5011 FAX 076-291-8440
営業時間 10:00 ～ 19:00（日曜は 17:00 まで） 定休日 月曜日 祝日・イベント開催日 http://www.g-minimum.co.jp

SHOP DATA

敦賀

GOODS

□チューニング

北国銀行

ら、初心者も安心して購入できるショップなのである。

SHOP voice

新可児駅

Special
Shop Guide

□レストア

倉庫精錬

★

の信頼も厚い。それでいて中古車の管理も万全なことか

オートハウスミヤケ 〒 509-0202 岐阜県可児市中恵土 1809 TEL 0574-62-8186 FAX 0574-62-8169
営業時間 10:00-20:00 定休日 水曜日 イベント開催日 URL http://www.geocities.jp/ahmbmc

可児工業高校

221

で愛情のこもった作業に、こだわりのミニオーナーから

屑川

金沢西 IC

Text = Hideyuki Takane

ELECTRIC

WHEEL

SHOP DATA

21

装まで含めたレストアまでやってしまう。リーズナブル

中古車の展示スペースにもすべて屋根がかかっており、コ
ンディションのいいクルマが並ぶ。顧客からの下取りや買
い取りも多いため、1000cc モデルや長モノなどの特殊
なモデルも多い。レースを目的としたクラブには現在 7
名のチーム員がいるため、毎回大忙しだ。

車

動

自

陸

北

道

グランド
スラム

北陸最大の都市、金沢で30年を
超える歴史を誇るミニと英国車のプロショップ。

SUSPENSION

CHEMICAL

ファミリー
マート

可児駅

★

381

沢

金

ス

パ

イ

バ

www.g-minimum.co.jp

DRIVE TRAIN

チューニングをこなすだけでなく、まるごと１台鈑金塗
ラスパ

tel.076-291-5011

「1 時間から利用できるミニのレン
タカーも始めました。これでミニを
買う前にじっくりと試乗される方も
増えています。長く乗り続けて欲し
いので、そのためのさまざまなサ
ポートとしてメンテナンスは当然の
こと、手に入りにくいパーツも探し
ます。ご相談ください」
と池田さん。

196

九州エリア

GARAGE MINIMUM

カジマート

ンジンやトランスミッションのオーバーホールから

中国・四国エリア

金沢から全国に向けて
レアパーツの情報を発信

サンクス

64

近畿エリア

石川県金沢市

メンバーが集うお店だ。なにしろ三宅さんはひとりでエ
122

中部エリア

ENGINE

高年式のインジェクションモデルが、
初めてのミニとして幅広い年齢層に
一番の人気だという。
「ミニは乗るだ
けでなく、アフターパーツも豊富です
し構造的にもイジることも楽しめる
クルマです。パーツの取り付け方法な
ども教えますから、ぜひ自分でもミニ
をイジることを楽しんで下さい」

東北エリア

INTERIOR

ENGINE

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア
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INTERIOR

061

山口県岩国市

Text = Yoshio Takeno

「面白倶楽部 有田自動車」は、みんなのミニライフを店名
どおり
「面白」
くしてくれるお店だ。同店が販売するミニ
は上質車を厳選。
そして走る、
曲がる、止まるの基本を重

中国・四国エリア

和歌山県紀の川市

テイクジエアー

tel.0736-74-3298

113

牛岩神社
岩国商業
高等学校

マックス
バリュ

面白倶楽部 有田自動車 〒 741-0071 山口県岩国市牛野谷町 3-40-13
営業時間 9:00 ～ 19:00 定休日 日曜日 祝日

SHOP DATA
□公認車検

□自社工場

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

徳島県徳島市

カントリーガレージ

がりも強まり、
さらにミニライフが面白くなるのだ。

TEL 0827-32-4989

□輸入パーツ販売

FAX 0827-32-4989

□中古車販売

□高価下取り

ミニのレースを沸かせる凄腕ドライバーが、
街乗りからサーキット用までメンテ＆チューン。
Text = Hideyuki Takane

和歌山の「テイクジエアー」は、関西のミニ業界最
速ドライバーとして知られた中澤清人さんのお店。運
転技術はもちろん、メカニックとしての腕前も飛び切
りで、チューニングは当然のことメンテナンスにおい

粉河寺

□各種ローン
取扱い

COUNTRY GARAGE

tel.088-662-3298

www.country-garage.com

四国有数の実力店としての知名度は、求められる
ニーズに120%で応えてくれる真摯な姿勢にあり!
Text = Yuji Sugiyama

を中心とした欧州車に強いショップ。世界で 3 台しか製

ユーザーの費用負担を抑えるためでもあるというか

★
粉河駅

名手駅

役場

オークワ

至和歌山

□車検
一般整備

24

オリジナルパーツもあり、オリジナルブレンドのエンジン
オイル
（アッシュ製）
もラインナップ。さらにアフターパー
ツの逸品に精通しており、選りすぐりのチューニングパー
ツから、最適なチョイスで理想的なチューニングを施して
くれる。また、事故・保障修理にも対応してくれる。

□自社工場

□鈑金・塗装

060

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

オートメモリー

至小松島

□自社工場

120

いができれば」とスタッフはとても柔軟。ユーザーの希

□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

FAX 088-662-0032

□中古車販売

□高価下取り

□各種ローン
取扱い

AUTOMEMORY
www.automemory.co.jp

フル＆セミオーダーによる
リフォーム・ミニを製作
注文に即して車両を探し、細部までをリフレッシュさせた
状態で提供。あなただけの1台が手に入る！
Text = Yuji Sugiyama

'91 年オープンの「オートメモリー」のサービス内容
は他店と異なり、中古車の在庫は基本的にはなく、要
望に合ったベース車探しからはじまり、手に入れた車
りなど、不具合のある場所、起こりそうな場所をしっ

取

鷹

かり治療し、長く乗れる状態で提供することをショッ

鷹取中学校
若宮小学校

★

2

若宮 IC

若宮病院

海浜公園
テニスコート

SHOP DATA
□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

両を隅々まで入念に整備。水まわりやボディ、足まわ
阪神高速3号
神戸線

望を第一とする接客姿勢に心地よさを感じるはずだ。

カントリーガレージ 〒 770-8011 徳島県徳島市論田町本浦中 2-1 TEL 088-662-3298
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 水曜日 http://www.country-garage.com

□レッカーサービス

□車検
一般整備

□自社工場

個々のオーナーが希望するミニを、リクエストに応じ、安
心して乗れる状態で提供することをモットーとする「オー
トメモリー」
。サービス内容はレストアとは異なるものの、
一般的な中古車整備の範疇では収まりきらないほど深度は
深く、抜群のコンディションで乗り始めることができる。

プの存在意義と考えている。もちろん、納車までの過程
で要望に応じたカスタムやチューニングを施すことも
可能であり、すでにミニ乗りであるオーナーに対して
は、セミオーダーという形で希望を叶えてもらえる。

オートメモリー 〒 654-0039 兵庫県神戸市須磨区鷹取町 4-1-1 TEL 078-735-1672 FAX 078-735-9898
営業時間 10:30 ～ 19:00（日祭日は 18:00 まで） 定休日 水曜日 第 1･3･5 木曜日 イベント開催日 http://www.automemory.co.jp
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い
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SHOP DATA

免許センター

□高価下取り

GOODS

サンクス

□中古車販売

tel.078-735-1672

「増えることのないミニを少しでも
長く後世に残すためのお手伝いがで
きればうれしいですね。それには
もっと乗っていたいと思ってもらえ
るコンディションのミニや、希望ど
おりのミニを提供することが第一。
当店のオーダー制度が、そのお役に
立てれば本望です」と山田さん。

ハウの深さは折り紙付きだ。老舗であるがゆえに高く感
じがちな敷居も驚くほどに低く、
「乗りたい仕様のお手伝

走らせたいなら、門を叩くべきショップだ。

兵庫県神戸市

ンからも名を知られるなど、ミニに対する経験値とノウ
スタイルを限定せず、ニーズに合わせて 10 人 10 色のミ
ニに製作してもらえるため、型にハマらないモディファイ
が楽しめる。
店内には所狭しとパーツやグッズが並ぶほか、
関連書籍もズラリ。同店をホストとする
「ほなけんどミニ」
と称する、創立四半世紀を超える老舗クラブもある !

きにはアドバイスもしてくれる。ミニを思いどおりに

□輸入パーツ販売

SHOP voice

イプの 3 号車を所有するショップとして、
世界のミニファ

★

イベントも開催しており、ドラテクを上達させたい向

テイクジエアー 〒 649-6521 和歌山県紀の川市馬宿 1135-4 TEL 0736-74-3298 FAX 0736-74-3251
営業時間 10:00-19:00 定休日 火曜日 イベント開催日 URL http://www.take-the-air.jp

作されていない最古のミニ、オースチンセブンプロトタ

ローソン

ら、うれしいではないか。走行会やジムカーナなどの

CHEMICAL

車両販売のほかカスタム、チューニングまで、幅広い
メニューを用意する「カントリーガレージ」は、英国車

てもていねいで確実な作業を行ってくれる。これは

四郷運送

WHEEL

世界最古のミニがある
ミニ乗り全力サポート店

SHOP voice
店内奥で静かに佇む世界最古のオー
スチンセブンは、遠出してでも見て
おきたい、エンスー生唾モノの超激
レア車であり、ミニの原点となった
記念すべきクルマだ。
「車両の詳細
はウェブサイトでご確認いただけま
すが、実車を見にぜひ 1 度遊びに
来てくださいね」と中山代表。

126

SHOP DATA
□レッカーサービス

www.take-the-air.jp

ELECTRIC

062

□鈑金・塗装

ユーザーとショップとのつながり、ユーザー同士のつな

take the air

運転の指導も受けられる
実力派レーサーの店

SHOP voice

参戦、
お気軽走行会といった、ミニ遊びも積極的にプロ
デュースしているから。それらの「倶楽部」活動を通じて

九州エリア

SUSPENSION

GOODS

近畿エリア

「レース色が強い印象かもしれませ
んが AT 車も女性客もたくさんいる
気さくなお店です。キレイなクルマ
に仕上げるのがモットーですので、
気張らずに気軽に相談に来てくださ
い」
。中澤さんは店長としての経験
も長いことから、接客もていねい。
ファンが増え続けるのも当然だ。

んは、年に 2 回のツーリングや MiniJack などのレース
上／代表の有田英雄さんが熟練の腕をふるう自社工場。
有田さんの整備は中古パーツも使い「できるだけ安価に」
をモットーとしている。右下／店内はユーザーたちのくつ
ろぎの空間。グッズ、
ミニカーなどがディスプレイされて
いる。左下／春・秋のツーリングは毎回好評の面白イベン
ト。ショートコースを利用した走行会も行っている。

11
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059

みのユーザーも例外ではない。同店の「面白」たるゆえ

至徳島

223

中部エリア

要視した徹底整備を施してくれる。
それはクルマ持ち込

★

□車検
一般整備

関東エリア

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

程度極上のユーズドミニ販売や確かなメンテナンス
ツーリングなどの遊びでミニ乗りみんなをサポート。

188

牛野谷
クリニック

勝浦橋

tel.0827-32-4989

東北エリア

ENGINE

SUSPENSION

OMOSHIRO CLUB ARITA JIDOSHA

クルマ選びからメンテナンス、
ドレス
アップやチューニングまで、
ミニに関
するあらゆる相談に親切に乗ってく
れる有田自動車。代表の有田さんを
慕うミニ乗りは非常に多い。
ツーリ
ングやイベントではみんな和気あい
あい。ユーザー同士がすぐに仲良く
なるのも、
有田さんの優しく気さく
な人柄があってのことだろう。

□車検
一般整備

九州エリア

確かな技術と遊びゴコロで
おもしろミニライフを提供

セブン
イレブン

ELECTRIC

中国・四国エリア

SHOP voice

岩国
バイ 南
パス

WHEEL

近畿エリア

面白倶楽部 有田自動車

岩国市
テニス 市民球場
コート
15

CHEMICAL

中部エリア

INTERIOR

ENGINE

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア
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て以来 、毎日ミニに乗っている生粋のミニマニア。Mk

熊本北
郵便局

ストアや整備に役立てている。レースへの参戦も積極

森

の

337

陽 ス
菊 イパ
バ

白亜の外観と芝生の緑のコントラストが美しい「ブリティ
ッシュミニ」
。ウッディな店内には貴重な当時モノのパー
ツがディスプレイされている。オールドマニアにはたまら
ない光景だ。半地下のガレージにはオールドモデルやイン
ジェクションミニにまざってレーシングカーの姿も。

□公認車検

□自社工場

□鈑金・塗装

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

鹿児島県鹿児島市

ガレージウエノ

FAX 096-339-7978

□中古車販売

□高価下取り

□各種ローン
取扱い

GARAGE UENO

tel.099-244-1020（本社工場）099-294-5060（ショールーム）
www.minc.ne.jp/~garageueno

個人の希望を積極的に応援し、型を押しつけるマネは
一切ナシ! 自然に人が集まる自由系ショップだ。
Text = Yuji Sugiyama

往年のビンテージルックも良し、レーシーなオバ
フェンルックも良し、はたまたヘッドライトにイカリ
ングを注入なんていうハズシも良し ! と、型にハマら

車道

動

緑ヶ丘団地

自
九州

城ヶ丘
保育園

ショー
ルーム

16
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□自社工場

南九州、鹿児島県唯一の専門店として、ユーザーからの信
頼は厚い。クラシックミニ以外にも、MG やロータスなど、
英国車全般に強く、ショールームのほかにも、あらゆる作
業をこなす自社工場を完備。街乗り車からレース車、レス
トアなどなど、ミニに関することなら、なんでもござれ !

□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide

□輸入パーツ販売

□鈑金・塗装

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

その場しのぎの修理ではなく、あくまで根本的な治療
にこだわっている。ユーザーとミニのことを一番に考
えてくれるお店だ。

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

□中古車販売

福岡県北九州市

リトル・テン・カーズ

tel.093-591-0555

「ミニを長く、快適に乗っていただく
ための的確な整備を心がけています
ので、ぜひ遊びに来てください」と
田村代表。オーナーの知識量に関わ
らず、希望をイメージできるツール
となればと、同店の HP ではパーツ
を付け替えしボディカラーを変更で
きるシミュレーションサイトも併設。

□車検
一般整備

小倉

平和通り

□自社工場

Little10Cars

little10cars.web.fc2.com

希望をカタチに ! をモットーに、底なしといえる要望
にとことん対応するホットショップ。メンテはミニの生
命線と、安心・快適に乗れるサービスを徹底し、女性で
も不安なく楽しめるミニライフの提供に尽力している。
定番のビンテージルックといったカスタムやチューニ
ング、レストアも含め、型にハマリすぎずに、柔軟に対

西小倉

SHOP DATA

□各種ローン
取扱い

Text = Yuji Sugiyama

★

CVS

□レッカーサービス

「リトル・テン・カーズ」は、安心・確実な作業はもとよ
り、代表の人柄も財産といえる北九州の親切店だ。

至門司

199

輸入家具

□高価下取り

自然と足が向いてしまう
溜まり場的人気ショップ

するなど、ユーザー同士の交流にもひと役買っている。

□中古車販売

んの費用負担も抑えてさらにエコにもなるのだ。
だが、

SHOP voice

みんな仲間という間口の広さが特徴で、パーツ持ち込

ガレージウエノ 〒 892-0873 鹿児島県鹿児島市下田町 1798-1（本社工場） 〒 892-0873 鹿児島県鹿児島市下田町 1792（ショールーム）
TEL 099-244-1020（本社工場） 099-294-5060（ショールーム） FAX 099-294-5060（ショールーム）
営業時間 10:00 ～ 20:00 ( 日曜・祝日は 12:00 〜 20:00) 定休日 月曜日 www.minc.ne.jp/~garageueno

ミニのために鉱物油にこだわったエンジンオイルはプリペ
イド制を設けていたりと、お得なメニューも用意。ミニを
手がけてきた実績も豊富で、ミニの基本性能を維持するた
めのメンテナンスから、バランスの取れたチューニングま
できっちりとこなしてくれる。

片岡屋 〒 770-0032 徳島県徳島市南佐古二番町 2-10 TEL&FAX 088-652-6867
営業時間 9:00 ～ 19:00 定休日 日曜日 祝日
http://www.kataoka-ya.jp

064

スタイルを押し売りすることは一切ない。ミニ乗りは
みや他店購入車の来店も大歓迎。クラブチームも運営

妙法寺

いつでも遊びに行きたくなるような雰囲気作りを大切にして
いるリトルテンカーズは、地元ミニっ子の憩いの場。ミニの
知識や経験を活かした迅速・ていねいな作業を信条とし、女
性でも安心して遊びに行ける開放感がポイント。マスコット
犬のミニチュアダックスのももちゃんも待ってるヨ♪

リトル・テン・カーズ 〒 803-0802 福岡県北九州市小倉北区東港 1-3-21
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 水曜日 http://little10cars.web.fc2.com
□鈑金・塗装

□レストア

□チューニング

□オリジナルパーツ
販売

□輸入パーツ販売

応してもらえる懐深さもユーザーが信頼を寄せるポイ
ント。なぜか立ち寄ってしまった ･･･…なんていうユー
ザーが現実多いのも、気軽に話せる、自然体の田村代表
の人柄や、空間作りを大切にする同店ならではだ。

TEL&FAX 093-591-0555

□中古車販売

□高価下取り

□レッカーサービス

□各種ローン
取扱い

classic minimagazine parts catalog & Special Shop Guide
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SHOP DATA

□自社工場

とも楽しいこと」
とし、
アドバイスすることはあっても、

220

★ ★本社工場

□車検
一般整備

を形にしてあげることが、ユーザーさんにとってもっ

薩摩
吉田 IC

25

ることも。パーツ自体を大事に使い、ひいてはお客さ

G2 ビル
矢野診療所

GOODS

GOODS

緑ヶ丘
中学校

□車検
一般整備

至戸畑

ない自由なミニを応援する「ガレージウエノ」
。
「希望

を愛用するオーナーたちにとって、頼りになる店とし

CHEMICAL

ひとりでも多くのミニ仲間が集まれ
ばと、セールやイベントなども積極
的に開催。また、ネットなどで購入
したパーツの持ち込みもウェルカム
だ。
「満点ポイントでお買い物チケッ
トとして使える、当店自慢のポイン
ト制度もありますのでぜひご来店く
ださいね」と上野代表。

9 年を迎える「片岡屋」
。通勤などの日常の足にミニ

WHEEL

南九州のミニ乗りの味方
鹿児島県唯一の専門店 !

SHOP voice

徳島の地元に根付いたプロショップとして、今年で

換をするだけでなく、ダメになった部品だけを補修す

SHOP DATA
□レッカーサービス

Text = Hideyuki Takane

ELECTRIC

066

□レストア

TEL 096-338-1706

レースもやるが、基本整備と使う人の目的に
合わせたミニの調律的なチューンが得意。

★

にはあります。時代は変わってもミニは変わりません」
。

www.kataoka-ya.jp

徳島の通勤ミニを支える
地元密着型プロショップ

192

ジし、安全＆安心して楽しく乗ることができるミニに仕
上げてもらえるのだ。
「 現代のクルマにない良さがミニ

kataoka-ya

て支持を集めている。修理をする場合も単なる部品交

↓
↓

九州エリア

SUSPENSION

ブリティッシュ ミニ 〒 861-8001 熊本県熊本市武蔵ヶ丘 8-4-10
営業時間 10:00 ～ 19:00 定休日 木曜日

SHOP DATA

的。
サーキットで培ったノウハウを街乗り仕様にアレン

tel.088-652-6867

佐古

く、なかなか手に入らないレアパーツもストックし、レ
光

片岡屋

↓

リティッシュミニ」だ。
代表の津々木さんはミニに出会っ

316

竜田出村
簡易局

□車検
一般整備

ミニを愛してやまないオーナーがいるお店、
それが
「ブ

中国・四国エリア

徳島県徳島市

↓

武蔵
小学校

Text ＝ minimaga

近畿エリア

SHOP voice

Ⅰをはじめとしたオールドモデルへの造詣は非常に深

武蔵ヶ丘
中学校

★

長年に渡るミニとのふれ合いで培われた高い技術力
キャブ車からインジェクション車まで任せて安心！

中部エリア

「徳島ではミニのチューニングやカスタ
ムなどの刺激的なモディファイを楽し
むユーザーは少ないですが、毎日の足
にミニを使っている人が多いんです。
年間の走行距離も多いので、オイル交
換をついつい怠りがちですが、基本的
なメンテナンスでミニの寿命を伸ばし
て欲しいですね」と代表の片岡哲さん。

↓

オールドモデルへの造詣が深い
熊本の老舗スペシャルショップ

SHOP voice

武蔵
中学校

tel.096-338-1706

関東エリア

063

↓

INTERIOR
ENGINE

ブリティッシュ ミニ

「ミニショップとして、またいちミ
ニユーザーとして、わたし自身が
35 年間、毎日ミニに乗っています。
オールドミニはもちろんですが、イ
ンジェクションモデルのドレスアッ
プやチューニングも得意としており
ますので、気軽に何でもご相談くだ
さい」と津々木さん。

よねむら
歯科

BRITISH MINI

東北エリア

DRIVE TRAIN

DRIVE TRAIN

熊本県熊本市

九州エリア

ENGINE

SUSPENSION

中国・四国エリア

INTERIOR

ELECTRIC

近畿エリア

福蔵寺

WHEEL

中部エリア

065
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CHEMICAL

関東エリア

EXTERIOR

EXTERIOR

東北エリア
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