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+ Side Scuttles can be individually designed  
at yours-customised.mini.

+ Various colours, patterns, icons, and  
fonts can be combined to suit individual tastes.

+ Personalised text makes each Side Scuttle  
unique.

+ Right and left sides can be designed  
differently.

+ Side Scuttles can be installed by the customer  
or by a MINI partner like you.

Requirements for the vehicle: 
no special requirements.

COLOURS:COLOURS:

PATTERNS:

PATTERNS:

PATTERNS:

Aspen White matt, Moonwalk Grey matt, Chili Red matt,  
Starlight Blue matt, Jet Black matt

Chili Red, Jet Black, Starlight Blue, Moonwalk Grey,  
Solaris Orange, Electric Blue, Caribean Aqua

Aspen White matt, White Silver matt, Melting Silver matt, 
Chili Red matt, Jet Black matt

+ The Cockpit Facia can be custom-designed  
at yours-customised.mini.

+ Various colours, patterns, and icons can be  
combined to suit individual tastes.

+ Personal text makes the Cockpit Facia  
unique.

+ The Cockpit Facia can be installed by the  
customer or by a MINI partner like you.

Requirements for the vehicle:
Installing the MINI Cockpit Facia Customised  
requires a mounting fixture. The mounting fixture  
is included with the Piano Black interior option  
(SA 4BD) from 07/2018. Otherwise, the customer  
can buy and have this mounting fixture installed  
by a local dealership (for F55, F56, and F57 LCI + 
pre-LCI).

+ MINI LED Door Sills can be personalised  
at yours-customised.mini.

+ Various colours, patterns, and icons  
can be combined to suit individual tastes.

+ The MINI LED Door Sills can be operated 
wirelessly.

+ Personalised text and signature make the  
MINI LED Door Sills unique.

+ The MINI LED Door Sills can be installed  
by the customer or by a MINI partner  
like you.

Requirements for the vehicle: 
no special requirements.

+ The slide motif can be custom-designed  
at yours-customised.mini.

+ Various colours, patterns, and icons can be  
combined to suit individual tastes.

+ Personal text or signature make the slide  
unique. 

+ MINI LED Door Projector Customised can be 
swapped out by the customer or a MINI partner 
like you.

Requirements for the vehicle:
The basic prerequisite for installing a personalised 
slide is the MINI LED Door Projector.

The prerequisite for installing the MINI LED Door 
Projector is the optional Excitement Pack (optional 
equipment 4V9) or the optional Lights package  
(optional equipment 563).

* All design options available at yours-customised.mini

MINI SIDE SCUTTLES CUSTOMISED.

MINI LED DOOR SILLS CUSTOMISED.

MINI COCKPIT FACIA CUSTOMISED.

MINI LED DOOR PROJECTOR CUSTOMISED.

COLOURS:

PATTERNS:

ICONS (SAMPLE):

COLOURS:

Brushed aluminium, Jet Black

MINI YOURS CUSTOMISED. AN ENDLESS ARRAY OF DESIGN VARIATIONS.*

ICONS (SAMPLE):





+　サイドスカットルはyours-customized.miniで個別に
　　設計できます。
+　さまざまな色、パターン、アイコン、およびフォントは
　　個々の好みに合わせて組み合わせることができます。
+　パーソナライズされたテキストは、各サイドスカットルを
　　ユニークにします。
+　右側と左側のデザインを変えることができます。
+ 　Side Scuttlesは、お客様またはお客様のような
　　MINIパートナーがインストールできます。

車両の要件：
特別な要件はありません。



+ 　MINI LEDドアシルはyours-customized.miniで
　　パーソナライズできます。
+　さまざまな色、パターン、アイコン個々の好みに
　　合わせて組み合わせることができます。
+ 　MINI LEDドアシルはワイヤレス操作可能
+　パーソナライズされたテキストと署名による
　　ユニークなMINI LEDドアシル。
+ 　お客様またはお客様のようなMINIパートナーによって
　　MINI LEDドアシルをインストールできます。

車両の要件：
特別な要件はありません。

+　 Cockpit Faciaはyours-customized.miniで
　　カスタム設計できます。
+　さまざまな色、パターン、アイコンを組み合わせて、
　　個々の好みに合わせることができます。
+　個人的なテキストは、Cockpit Faciaをユニークに
　　します。
+ 　Cockpit Faciaは、お客様またはお客様のようなMINI
　　パートナーがインストールできます。

車両の要件：
MINI Cockpit Facia Customizedを取り付けるには、取付用パーツが必要です。 取付用パーツは、2018年7月からピアノブラックインテリアオプション（SA 4BD）に含まれています。 それ以外の場合、（F55、F56、およびF57 LCI + pre-LCIの場合）この取付用パーツを購入してインストールすることができます。
�



+　スライドモチーフはyours-customised.miniで
　　カスタム設計が可能です。
+　さまざまな色、パターン、アイコンを組み合わせて、
　　個々の好みに合わせることができます。 個人のテキスト
　　または署名により、ユニークなスライドを製作出来ます。
+　カスタマイズされたMINI LEDドアプロジェクターは、
　　お客様またはお客様のようなMINIパートナーが
　　交換できます。

車両の要件：
パーソナライズされたスライドをインストールするための基本的な前提条件は、MINI LEDドアプロジェクターです。
MINI LEDドアプロジェクターを設置するための前提条件は、オプションのエキサイトメントパッケージ（オプションコード4V9）またはオプションのライトパッケージ（オプションコード563）です。
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