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ご挨拶
いかなる時も、私達の中心にあるもの。 
それは、ポルシェファンの皆様です。ヘリテージデザインは、 
その一つの証です。現在、ポルシェは1950年代から 
80年代に人気を誇ったデザインやカラー、素材の復活に 
取り組んでいます。もちろん、かつてのものをそのまま 
再現するのではなく、ディテールにデザイナーのこだわりを 
注ぎ込んでいます。新たな解釈が加えられることにより、 
911に息づく不朽の魅力はいちだんと輝き、さらに完成度の 
高い1台へと進化するのです。

ポルシェの歴史を彩ってきた、コレクター向けの限定モデル。 
時代を象徴するその魅力を現代によみがえらせるため、 
多くの911モデルで利用可能なオプションパッケージを 
ご用意しました。ヘリテージデザインは、目まぐるしく 
変化する流行とは一線を画し、心にゆとりをもたらすと 
ともに憧憬の記憶を呼び覚まします。

読者の皆様へ

昨今、さまざまな業界で「ライフスタイル」というワードが 
取り上げられています。しかし本来、ライフスタイルとは 
流行に左右されるものではありません。それを端的に示す 
のが、「トレンドは変わっても、スタイルは決して色褪せない」 
というポルシェの原則です。オーナーにとっても、 
ポルシェに乗ることは、いわゆる一過性の意味での 
ライフスタイルではないでしょう。もちろん、ポルシェの 
デザイン哲学にも、流行という概念はありません。 
私達はこれまで創り上げたあらゆるモデルに敬意をはらい、 

「ヘリテージなくして未来はない」と考えます。つまり、 
新たなモデルを生み出す際も、過去とのつながりは 
重要なのです。356と911から脈 と々続くDNAは、 
いかなるニューモデルにも息づいています。歴史からの 
インスピレーションなしに、革新的な1台が誕生することは 
ありません。たとえ目に見える特徴がわずかであったと 
しても、ポルシェのモデルは、伝統を確実に受け継いで 
います。そして、ひと目でポルシェと分かる新しいデザインが 
完成するのです。

ポルシェが刻んできた歴史に、デザインチームの 
メンバー全員が深く傾倒しています。同僚の多くは 
クラシック 911を所有しており、私自身は特に964世代の 
虜です。デザインの観点から言えば、911はクラシックな 
造形と最先端のテクノロジーを完璧に兼ね備えていると 
確信しています。

Porsche Exclusive Manufakturは、新しい911タルガ4S  
ヘリテージデザイン エディションによって再びそれを 
実現しました。基盤にはポルシェのデザイン、そして 
計り知れないほどのクラフトマンシップが存在します。 
開発の一つひとつの工程で、私達は常に果たすべき目的を 
考慮してきました。往年の魅力的なライフスタイルを 
ロードに呼び戻し、同時に新しい何かを生み出すこと。 
いま、心奪うアイコンが再び姿を現わします。

時代を巡る旅をお愉しみください！
ミヒャエル・マウアー

ミヒャエル・マウアー。2004年からポルシェ デザイン部門の 

責任者を担当。1982年から1986年まで、プフォルツハイム大学で 

自動車デザインを学ぶ。彼の類い稀なリーダーシップのもと、 

ポルシェの全ての現行モデルやスーパースポーツの918スパイダー、 

そしてポルシェ初のフル電動スポーツカーであるタイカンが 

誕生している。



時を
超えて
輝く
不変の
アイコン
歴史を動かした信念。世代の象徴となった生き様。 
心に響く名曲。そして、色褪せない魅力を放つデザイン。

幾多の夢に紡がれたあの時代を再び味わいたい。 
過去の傑作に、新しい命を吹き込むことができたら。 
そう願う方のために、ポルシェはヘリテージデザインモデルを 
創り上げました。在りし日の輝きと歓びを、その手に 
もたらす特別な1台。1950年代から80年代のスピリットを 
全身に宿し、往年のライフスタイルをロードに映します。 
そして、象徴的なポルシェ クラシックを、魅力的な 
数多くのデザイン要素によって称えます。

モデルのルーツは、1950年代まで遡ります。“ドイツ製”の 
スポーツカーが世界中の道とサーキットを席巻した 
時代です。伝説のポルシェ 356から革新的な911タルガへ 

続く系譜は、911タルガ4S ヘリテージデザイン エディション 
に大きなインスピレーションを与えました。最先端の 
テクノロジーと歴代モデルのデザイン要素を融合させ、 
抱いた憧憬をよみがえらせます。同時に、未来に馳せる 
思いを加速させます。

独特な個性にあふれたデザインをまとう、 
911タルガ4S ヘリテージデザイン エディション。 
かつて憧れた存在のように、今日のロードで輝きを
放ちます。まさに、時代を超えて愛されるアイコンです。
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50
スウィングヒップス
新時代へのダイナミックな
変化を語るキーワード
ーもちろんそれ以外にも

生まれたからです。スピーカーやラジオ、ジュークボックス
からはそれまで耳にしたことのないサウンドが
鳴り響きました。

ある人にはノイズ。またある人には
湧き上がるインスピレーション。

当時の音楽界のヒーロー、エルヴィス・プレスリー。
デビューから刺激的なアイコンとなり、彼の音楽は全世代を
魅了しました。彼の揺れ動く腰は女性達をうっとりさせ、
パフォーマンスはファンの間に異常なまでの興奮状態を
引き起こしました。その後、1960年代初頭からビートルズや
ローリング・ストーンズなどのグループが登場。
世界中がロックンロールフィーバーに包まれました。
ある人には完全なモラルの低下を表わすものが、
ほかの人にとっては新しく見出された自由を意味して
いたのです。

憧れを抱かせる存在が、時代を創るアイコンに。
テレビ時代の幕開け。

1950年代。慣習に抗い、背を向けた時代。言うなれば、
伝統や価値観、機能性、決められた将来のビジョンに従う
スタイルからの決別です。中心にあったのは、非日常への
憧れ、縛られない自由、誰とも違う個性、自己決定への欲求。
自分自身の内なる声を、現実にする意欲が昂りを見せます。
例えば、ロックンロール。ヘビービートとオフビート、斬新な
リズム感と挑発的な歌詞。まったく新しい音楽ジャンルを
もたらしただけでなく、変化によって形づくられる新時代の
生活スタイルも生み出しました。ブルジョアのありふれた
日々に終止符を打つ。慣習から脱却し、過去の鎖を解く。
自らを解き放ち、まだ見ぬ世界に踏み込む。
まさにモットーであり、人々の行動の指針でした。

人々は勇気を持って、人生に新たな息吹を吹き込んだのです。
それを表わす一つの言葉に「スウィングヒップス（腰振り）」
があります。なぜなら、多くの人が自宅で、カクテルパーティー
やダンスホールで腰を振って踊り、時間を楽しむシーンが
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S T Y L E  &

F A S H I O N

この大きな転換は、聴覚だけでなく、視覚に訴えかける
さまざまなディテールにまでおよびました。公園や路上、
映画館、あるいは職場にも、新奇のスタイルがあふれ
かえります。大胆なラインのペチコート、タイトなペンシル
スカート、コーデュロイスーツ、ブラックのレザージャケット、
ブルージーンズ。そして丸みを帯びたビートルズのヘア
スタイル、ジェルで固めたエルビスのクイッフ。全ての人が
好むファッショントレンドではありませんでしたが、これらは
心や感性を強烈に打つ絶大なパワーを持っていました。

大胆で挑戦的、そして異才。

しかし、1950年代は反抗心や自由奔放なムードに満ちて
いただけではありません。ただ楽しく愉快な空気感とも

異なります。キャットウォークのステージには、まったく
違った光景が映し出されていました。その一つが、
クリスチャン・ディオールの象徴的な「ニュールック」。
エレガンスとフェミニンさが時代を洗練させ、
ラグジュアリーなタッチによってファッションの世界に
再び輝きを与えました。同じくスタイルを決定づけたのが、
1954年から続く伝説的なココ・シャネルのスーツです。
このスーツが「現代」女性に向けた、世界的にアイコニックな
ファッションアイテムとなったのは、もちろん偶然では
ありません。

現代女性といえば、スクリーンにも変革を生んだ人物が
いました。マリリン・モンロー。時代のアイコンとなり、
キャリアを始めた時点から世界中の劇場に長蛇の列を
作り出しました。彼女の物惜しみしない態度や、
女性らしさと官能性で誘惑する役柄が世の女性達を
惹きつけたのです。自分の強みを見せて、古い習慣を
変えることがなぜいけないのか。そんな疑問に対して
しっかりと抗う姿勢こそ、彼女が今なお究極のセックス
シンボルとして支持されている理由なのです。さらに、
スクリーンで観客を興奮させたのは彼女だけでは
ありません。恥ずかしそうに首を横に振る一人の反逆者が、
映画界を席巻しました。彼の名はジェームズ・ディーン。
気まぐれで、物議を醸す生き様には意見が大きく分かれ
ましたが、そのクールな態度と独特なスタイルによって
彼は唯一無二の存在となりました。ジェームズ・ディーンは
1950年代の映画スターとして一世を風靡し、そして
若者達のロールモデルとなったのです。
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パステルカラーで彩られた各家庭のリビングルームでは、
時代の変化が細部にわたって表現されていました。
細長い形と滑らかな表面が、新しいスタイルを特徴づけ
ます。最たる例が、当時の家具の中で極めて象徴的で
あったキドニー（インゲン豆）型のテーブルです。
アシンメトリーの形状を持ち、斜めに組まれた3本の
細い脚で支えます。どの家にも見られた必須アイテムで、
今日でもこのテーブルは1950年代の代名詞となっています。
さらにウイングチェアやチューリップランプ、
ホステストロリーといった伝説的な家具も、長く人々の
生活に溶け込んでいました。コーデュロイも同様です。
このファブリックは、アームチェアや3点セットの家具を飾り、
当時のインテリアスタイルには欠かせない素材でした。

すなわち、1950年代は過去の鎖を取り除き、独自の足跡を
残したのです。根底に息づく、堅実で機能的、かつ純粋な
スタイル。人々は自身の生き方に新しい勇気と活力を
取り込み、これまでと違う人生への向き合い方を見出すと
ともに、自由や自己決定への欲求を現実のものにしようと
したのです。

自己決定。これは、ポルシェにとって常に重要視されてきた
言葉です。何よりもフェリー・ポルシェは、自らの信念のもと、
自身の夢のスポーツカーを一切躊躇することなく
創り上げました。誰も成し遂げたことのないものを生み、
かつスポーツカーのエモーションを市販車に注ぎ込むことに
よって、時代のスピリットを一気に加速させたのです。

一つのグッドニュースがあります。こうした一連の出来事が、
4種類のポルシェ ヘリテージデザインモデルによって
再現されるのです。アイコニックなデザインを新たな外観で
復活させ、過ぎ去った日々の感動と当時のスピリットを
よみがえらせます。

こうしたアイコンは、私達を過去から未来へと巡る旅に
いざないます。そして、かつて魅力的とされていたものとの
出会いを作り出してくれます。なぜなら、ポルシェの最も
素晴らしい旅は、しばしば時を超えたものであるからです。

13THE BIRTH OF ICONS



50

1948年。ポルシェにとって、それは単なる
昔の年ではありません。力強く、歴史の幕が開けた
瞬間です。フェリー・ポルシェのリーダーシップのもとで
開発されたブランド初のスポーツカー、ポルシェ 356が
登録されたのです。

独自性こそ、車にとって何よりも重要な要素。
スポーツカーのエモーションを、初めて市販車へ。

わずか3年後、国際的なモータースポーツへのデビューを
果たし、最高の成功を収めます。ポルシェは、45PSを
発生する356 SLでル・マンに参戦。ステアリングを
握るのは、オーギュスト・ヴイエとエドモンド・ムーシュの
2人のフランス人ドライバー。コンディションは極めて
過酷で、大雨が降る悪天候、視界不良。しかし、マシンと
ドライバーはそんな条件さえも問題にしませんでした。
2,842.65kmを平均速度118.4km/hで走破し、
平均ラップタイムは最高140km/hをマーク。
24時間後、クラス覇者としてフィニッシュラインを
駆け抜けたのです。

モータースポーツでの栄光。ポルシェにとって
それは、車づくりの成功も意味する。

フェルディナンド・ポルシェは、「私が造ったとしても、
ネジの1本に至るまでまったく同じように設計しただろう」
という言葉で、今や伝説的なポルシェ 356を生んだ息子の
フェリーを称賛しています。数々の成功を見れば、
そこに驚きはありません。

時 代を超 えてゆくものー
それは流行を追うのでは  なく
本 質を求めることで 生ま  れる
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私達が刻んだ
モータースポーツ

の歴史は
常に象徴的でも

ありました
灼熱の太陽の下で輝いた、最高のパフォーマンス。
1956年6月10日、ポルシェはイタリアのシチリア島で
開催されたタルガフローリオに初参戦します。当時、
最も過酷とされた長距離レースにおいて、圧倒的な
スピードを発揮。イタリアの地で、モータースポーツの
歴史に新たな1ページを刻みました。



なぜなら、イタリアの英雄やレジェンド達が何十年もレースを
支配してきた中で、その牙城をポルシェが打ち破ったのです。

王者となったポルシェ 550Aスパイダー。
初日から観客の心を奪い続けたマシン。

ニュルブルクリンク1,000kmレースで初めて
スターティンググリッドに立ってからわずか11日後、
ポルシェはシチリア島の山脈を舞台に、大排気量のマシンを
抑えて栄冠を勝ち取ります。平均速度は90.9km/hに
および、7時間54分52秒の驚異的な記録を達成。
2位に約15分もの大差をつける圧勝劇でした。



色褪せない栄光：1959年の
タルガフローリオでの成功を
描いたハンス・ローラーによる
勝利のポスター。

強い日差しが照りつけるタルガフローリオにおいて、
さらなる勝利への基盤が築かれます。しかし、
重要なマイルストーンはこれだけではありません。
勝者の栄誉を称え、レース創設者のヴィンチェンツォ・
フローリオからナンバープレートが贈呈されました。
ワイドなロールオーバー バーを備えたダイナミックな
カブリオレに対して、「ラ タルガ」（イタリア語で
ナンバープレートの意）と呼ばれるこの賞を由来にした
名前が与えられたのです。

ちなみに、この山岳レースのフルネームは、
「ポルシェ フローリ」と略して呼ばれる懸念から

使われることはありませんでした。
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それが、ポルシェ ヘリテージデザイン。4つの劇的な時代に 
インスパイアされた、4台のコレクターズモデル。 
時代のスピリットを再び構築しながら、かつて湧き起こった 
エモーションをまったく新しい車で呼び覚ます。 
4台全てに、この一つのビジョンが具現化されています。

最初のモデル、911タルガ4S ヘリテージデザイン エディション 
によってスタートフラッグが振られます。この1台は 
1950年代のクラシックなデザインの特徴を再解釈しながら、 
60年代の要素も感じさせます。なぜなら、優れた 
アイデアは時代を超えて魅力を放ち続けるからです。 
つまり、911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションが 
想起させるのは一つではありません。伝説のポルシェ 356、 
そして初代911の2つのスタイルアイコンを呼び起こします。

911タルガ4S ヘリテージデザイン エディション。 
コピーでもレプリカでもありません。 
ポルシェブランドのルーツに対する 
特別なオマージュを表わすとともに、 
新たな定義を打ち立てるモデルです。

歴史的なディテールと、極めて洗練されたアイデア。 
両者は相入れないものでしょうか？ 過去の時代の 
ライフスタイルや体験を、未来に向かって再現させることは 
可能でしょうか？ あるいは象徴的なポルシェ クラシックを、 
現代のロードによみがえらせることは？ 私達は、これら 
全ての問いに対して心が駆り立てられました。そして、 
ポルシェ独自のアプローチによって答えを見出したのです。

　時の試練に挑む
アイコンもあれば

追い越してゆく
存在する

時代を
ものも
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インスピレーションの源は何か。古いオリジナルの
カラーチャート、1950年代と60年代のデザインエレメント、
ヒストリックカー。そしてもちろん、当時のライフスタイル。
その時代をあざやかに映し出す、人々を笑顔にさせ、
体を踊り弾ませ、歓声をもたらしたものです。

最大限に削ぎ落とす。

「純粋。これは私達がリミテッドエディションという
傑作のために掲げたタイトルでした。今でも極めて
ふさわしいものだったと思っています」とイヴォ・ヴァン・
フルテンは話します。特徴を声高にアピールすることは
しません。ポルシェは自らに忠実であり、無駄を徹底的に
排し、純粋な価値を追い求めます。アイコニックな
356がまとう、ティアドロップ型のフォルムが示すように。

イヴォ・ヴァン・フルテン（スタイル ポルシェのインテリア
デザイン責任者）、フォルカー・ミュラー（スタイル ポルシェの
カラー/トリムデザイン責任者）、シュテファニー・クライベーマー

（スタイル ポルシェのカラー /トリムデザイナー）、および
トルステン・クライン（スタイル ポルシェのインテリア
デザイナー）には特に優先することがあります：

常に、未来に目を向ける。
過去を見失うことなく。

「私達の目的は、往年の時代のライフスタイル、とりわけ
ポルシェのヒストリックカーが日常や人生にもたらした
体験を、お客様に目に見える形で提供することにあります」
とシュテファニー・クライベーマーは説明します。

　小型で軽量かつ機敏
そして他と一線を画すー

　信念を忠実に体現する
独特なデザインによって
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過去を旅し、未来に触れる。

完璧な芸術作品。数えきれないほどのディテール。
そして、大きな歓びを味わう発見や冒険。これら全てが、
911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションのルーツを
表わします。

4台全てに、鍵となるテーマが共通して存在します。
先代から後継車へ、これまでの10年から次の10年へ、
絶え間ない進化の実現を伝えます。

主要なテーマの一つ、ファブリック。
ポルシェの個性を彩り続ける。

「コーデュロイ、ぺピータ、パスチャ、タータン。インテリア
には、ポルシェの歴史を紡いできたあらゆるテキスタイルと
模様を復活させています」とフォルカー・ミュラーは述べます。

「現代に求められる安全性や快適性を考慮しながら、
伝統のファブリックと模様を新たな発想で再びロードに戻す。

そのための研究やテストは特にエキサイティングでした」と
語るのはシュテファニー・クライベーマー。さらに
フォルカー・ミュラーがこう付け加えます。「ファブリックや
その見た目や感触は、おそらく子どもの頃の思い出、
胸の奥に残る時代の記憶、あるいは当時のポルシェの
世界を呼び起こす特別なものなのです」。

911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションには、
スタイルを定義する特徴としてアタカマベージュの
コーデュロイがシートとドアパネルに使用されています。

「オリジナルのファブリックではウール含有量が非常に
高いため、現代の基準を満たすことはできません」と
フォルカー・ミュラーは話します。そのため、ほかの生地が
用いられ、結果としてより引き締まった外観を得ています。

同じ要素でも、印象を新たにする。

多くのレッドの車が道を行き交う。1950年代の印象的な
光景です。素朴で落ち着きのある、薄茶に近い色合い。
これが、当時のポルシェ レッドです。またアイボリーと
ストロベリーレッドの特有のカラーコンビネーションが、
しばしばロードを駆け抜けます。1950年代のポルシェの
文献（ユーザーマニュアルとブックレット）もダークレッドと
ホワイトの組み合わせで、ポルシェセンターやショールーム
は、ワークショップの看板とともにあざやかなレッドで
仕上げられていました。

もちろん、911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションも
この配色を受け継ぎます。コーデュロイと同様、レッドカラー
をベースにアップデートされています。「私達が選んだのは
チェリー メタリックです」とイヴォ・ヴァン・フルテンは
説明します。情熱的であると同時に上質さを感じさせ、

さらにシルバーカラーのタルガバーやゴールドカラーの
ロゴと絶妙に調和。ひと目では気づかないディテールへの
こだわりこそ、デザイナーにとっては極めて大切なのです。

つまり、911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションの
全てにストーリーがあるのです。目的と等しく大きな価値を
持ち、あなたの感情を高鳴らせます。例えて言うなら、
初恋の人に再会し、初めて会った時と同じくらい魅力的だと
感じるのに似ています。
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911 TARGA 4S
HERITAGE DESIGN EDITION

優れたパフォーマンス、高い安全性、そして自由。 
誕生した時から、タルガはこの3つの要素を具現化して 
います。セーフティカブリオレとして開発された 
タルガにとって、特徴的なデザインのルーフは単なる機能を 
超えて、重要な役割を果たすものでした。911タルガは、 
911クーペと同じくアイコンとなり、さらにその外観は 
類を見ないシグネチャーのように、唯一無二の存在で 
あることを示します。

911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションでは、 
この象徴的なコンセプトが先進の技術によってさらに 
磨き上げられています。ロールオーバー バーは洗練さを 
備えながらも、伝統的なフォルムを彷彿とさせます。

完全に自動開閉するファブリック製ルーフは、 
現代における安全性と快適性の要件を満たしています。

歴史からインスピレーションを得た数々のディテール。 
独創性にあふれた1台を創り上げるPorsche Exclusive  
Manufakturから、911タルガ4S ヘリテージデザイン  
エディションは世界で992台限定として送り出されます。 
新しい911タルガがもたらす一つひとつの瞬間が、 
いつまでも心に焼きつく体験となるでしょう。

モデルについて、詳しくはウェブサイト 
（www.porsche.com/targa-hde）をご覧ください。



いつまでも鼓動する
響き合うエモーション

ノスタルジックなカラーをお望みではないですか？  
私達は、911シリーズの中でもこのモデル専用となる 

チェリー メタリックのエクステリアカラーを 
用意しました。インテリアでは、ボルドーレッド 
またはブラックのレザーと、アタカマベージュの 

OLEAクラブレザーを組み合わせたツートンカラーに 
よってスタイリッシュなイメージが生まれています。
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かつてのスリップストリームを生かそうとお考えですか？ 必要ありません。 
最高出力331kW（450PS）のパワーと304km/hの最高速度を誇るスピードによって、容易にオーバーテイクに備えることができます。

ポルシェのシフトアップはいつでも刺激的です。 
スポーツ性を高めた8速ポルシェ ドッペルクップルング（PDK）が、 

エモーショナルな感覚をいちだんと引き上げます。

歴史や未来をしっかり見つめるように、眼前の道も確実に視界に捉える。ポルシェ ダイナミック ライト システムプラス（PDLS Plus）を 
組み込んだブラックのLEDマトリックス ヘッドライトは、前方の路面を常に最適に照らし出します。
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お気に入りの曲を聴くように、スポーツテールパイプから奏でられる 
ポルシェサウンドは胸を高鳴らせます。

レザーは、時代に左右されない 
魅力を持ち、インテリアに上質な外観と 
雰囲気をもたらします。サンバイザーや 

ステアリングコラム カバーに用いるほか、 
レザー インテリア パッケージ、あるいは 

レザー仕上げによるダッシュボードトリム 
およびドアトリム パッケージなど 

広範囲にわたって使用することで、 
印象的なインテリアが創り上げられます。

走りを愉しむために、的確に路面を掴むことは重要です。 
ハイグロスブラックの20/21インチ 911カレラ エクスクルーシブデザイン ホイールが、最適なトラクションに貢献します。
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ゴールドカラーのロゴ。それは、伝統が深く息づく 
デザインを表現します。ポルシェの初期モデルには 
シルバーカラーのロゴが冠されましたが、 
1950年代中頃からはゴールドカラーのシグネチャーが 
リアに装着され、特別な雰囲気を醸し出しました。

1960年代半ばから後半にかけてはポルシェ 912と 
ポルシェ 911 Tの登場にともない、ゴールドカラーのロゴは 
徐々にシルバーカラーやブラックアルマイトのロゴに 
置き換えられました。

911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションは、 
高品質で歴史的なデザインエレメントを現代に 
よみがえらせます。ゴールドカラーのロゴも、この車の 
特徴としてリアとアイコニックなタルガバーを飾ります。

独特なゴールドカラーのロゴは、将来の全ての 
ヘリテージデザインモデルを示す証となります。

独自のシグネチャー：
極めて貴重な存在の証
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歴史を物語るクレストが、フロントフードやスポーツ 
ステアリングホイール、イグニッションキー、および 
20/21インチ 911カレラ エクスクルーシブデザイン  
ホイールの中央を飾ります。加えてヘッドレストと 
キーポーチにも、このクレストがエンボス加工によって 
あしらわれています。

リミテッドエディションをコレクターズピースとして形づくり、 
愛好家のマインドを高める特徴。その要素を求める時、 
すぐに特別なエレメントが思い浮かびます。 
それが、ポルシェ クレストです。本質を表わす不可欠な 
トレードマークとして、ブランドのストーリーを伝えるだけ 
ではなく、常に大きな夢を明らかにしています。

ブランドのルーツへの賛辞として、スタイル ポルシェの 
エキスパート、車両開発者およびPorsche Exclusive  
Manufakturのチームは連携して1963年の初代911の 
クレストを復刻し、911タルガ4S ヘリテージデザイン  
エディションに与えました。

全ての指針となるのは
常に自らの原点

歴史の始まり：フランツ・クサヴァー・ライムシュピースによる1952年の原画。

クレストに1963年の初代911のものを選択した理由は 
簡単です。伝説のポルシェ 356に備わる最初のクレストは、 
ポルシェ 911のために1963年に作られたクレストと異なり、 
現在の車両の寸法には適合しなかったからです。もちろん、 
それだけではありません。独特な印象を放つだけでなく、 
エレガントなディテールとしてエディションのデザインを 
完全にする特別なリマインダーでもあり、この車の独自性を 
いちだんと強調します。

独自性について、さらに触れておきましょう。1952年に 
クレストを生み出した際も、伝説の356を造った時と 
同じように、フェリー・ポルシェは先頭に立って舵を切りました。 
当時、アメリカのインポーターであったマックス・ホフマンとの 
会合で、タイプ356の品質を示すシールとしてクレストを 
考案。同年には、エンジニアのフランツ・クサヴァー・ 
ライムシュピースによって、その基本的な特徴が 
今日まで受け継がれているクレストのデザインが完成し、 
発表されました。
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複雑な工程で造られています。正確に再現された 
カラーと素材、そして銀と金のメッキが施されたクレストが、 
ツッフェンハウゼンで生産された真のスポーツカーの 
魅力を世界に伝えます。

つまり、ポルシェ 911タルガ4S ヘリテージデザイン  
エディションは、伝統と未来を結びつける過去の一端を 
再び具現化し、時代を超えた存在の象徴として 
創り上げられているのです。

クレストは今もなお、創業の地であるシュヴァーベンの 
故郷と結びついています。金色の盾の中央には 

「Stuttgart Rossle（馬）」と都市名が刻まれており、 
模様化された鹿の角は、伝統的なヴュルテンベルク・ 
ホーエンツォレルン州の紋章に由来。ストライプの 
カラーもその起源を明確にするもので、ブラックは 
ヴュルテンベルク州を、レッドはバーデン州を表わします。

現在まで、クレストには微細な変更が繰り返し加えられて 
います。ブラックの“PORSCHE”ロゴはかつてゴールドカラー 
が採用され、馬も少し異なる形状で仕上げられていました。 
またストライプの濃いレッドは、ヴュルテンベルク・ホーエン 
ツォレルン州の地域カラーを反映し、よりオレンジに近い 
色でした。

一方で、常に変わらない一つのことがあります。細部まで 
こだわり抜いた製造です。純正のポルシェ クレストは、 
オリジナルの図面に基づいた専用工具を使い、 

1954 – 1965 1963 – 1973 1973 – 1994 2008–現在

変化ではなく進化。 
ポルシェ クレストは、最小限の 
変更を重ね、65年以上にわたって 
スポーツカーの魅力を 
表現してきました。

1994 – 2008

46 AN ICON OF COOL





純粋な血統でつながる
伝統と未来

911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションを 
より印象的にするのが、専用のデカールです。 
ルーツは、もちろんモータースポーツにあります。1951年の 
ル・マン24時間レース、エントリーした356 SLの46号車は、 
ワークスでの初参戦ながらクラス優勝という快挙を達成。 
新たな歴史の1ページを刻んだのです。このスタートナンバーを 
オプションとして用意し、レースの記憶をよみがえらせます。

こうしたゼッケンは、かつてレース前にメカニックによって 
貼り付けられていました。Porsche Exclusive Manufaktur 
はこの伝統を忠実に引き継ぎます。911タルガ4S  
ヘリテージデザイン エディションのサイドを飾る 
スタートナンバーも、完成する直前に手で装着されるのです。

50 AN ICON OF COOL



1950年代に手作業で塗装された「スピア（槍）」に着想を
得て、911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションの 
フロントフェンダーには、高品質のホイルストライプが 
施されています。初期のモータースポーツでは、 
衝突による傷を隠すために使用されました。しかし、 
この機能的なストライプは年を追うごとに変化し、 

「War paint（インディアンの出陣化粧）」を思わせるような
デザインへと変貌を遂げました。そして、特徴的な 
デザイン要素とともに、個性化への流行のきっかけと 
なったのです。
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シグネチャーが決定づけるのは
その存在が特別であること

魂は、見ることも測ることも不可能です。 
しかし、そこに存在するのであれば、感じることはできます。 
1kmごとに、100分の1秒ごとに。そして、リアリッドグリルの 
“ポルシェ ヘリテージ”プラークをはじめとする、 
あらゆるディテールによって。

これは1950年代に、優れたエンジン性能の印と 
ポルシェ愛好家への賞として発行され、100,000kmの 
走行距離に達した356のドライバー全員に贈られました。 
クオリティを示すこの証は、数年前に初めて再生産され、 
911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションの 
リアリッドグリルに装着されます。

このプラークと同じく、細部にあしらわれたさまざまな 
シグネチャーも魅力です。エディションの特別な資質の 
表現として、ポルシェのインテリアの歴史を想起させます。

例えば、ダッシュボードトリムに“911”ロゴとともに 
設けられるリミテッドエディションプレートは、 
世界992台限定のシリアルナンバーを刻印。 
“911 Targa 4S Heritage Design Edition”のロゴが目を引く 
ブラッシュアルミニウムのドアエントリーガードも、 
独自性を主張するディテールの一つです。
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タイムとの戦いがマイルストーンを刻む

現代と歴史の交差、あるいはアナログとデジタルの融合。 
911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションの 
メータパネルは、まるで時代の変遷を表わしているような 
印象を与えます。なぜなら、デザインはポルシェの起源を 
想起させながらも、可能な限り現在にフォーカスした 
スタイルであるからです。

メータパネルには、アナログ式レブカウンターとその左右に 
2つの高解像度7インチディスプレイが配置され、重要な 
情報を常にダイレクトに視界に捉えることができます。 
ホワイトの針と目盛りはコントラストを最大限に高め、 
グリーンの数字は伝説のポルシェ 356を思い起こさせます。

しかし、ポルシェ 356にインスパイアされたディテールは 
これだけではありません。ヒストリックなレブカウンターに 
加え、文字盤にはエレガントなレリーフエンボスも 
施されています。

このほか、356をモチーフにした特徴が、スポーツクロノ  
パッケージのストップウォッチに設けられたホワイトの針と 
グリーンの数字です。エクスクルーシブなディテールとして、 
異彩を放つその個性を強調。量産車とは一線を画し、 
ラップを重ねるたびにポルシェの歴史の一片を呼び覚まし 
ます。みなぎる時代のスピリットを体感させながら。
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際限なく生まれる
イマジネーション

ルーフには、穿孔パターンを施したアタカマベージュの 
アルカンターラ®が使われており、1950年代のスピリットを 
表現するとともに、ポルシェの起源を反映しています。 
なぜなら、1955年末に発売されたポルシェ 356 Aでは、 
穿孔パターンのルーフライニングを専用デザインとして採用。 
当時は薄い合成皮革で作られ、カラーにはグレー、ベージュ、 
ツートンのベージュ /グレーの3種類が用意されていました。

ポルシェの歴史を物語るもう一つの要素として、 
AピラーとBピラーにも同じく穿孔パターンが用いられ、 
スタイリッシュなディテールをさりげなく主張します。
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独特な質感を持つコーデュロイ。ポルシェ 356ですでに 
使用され、伝説的なスポーツカーのシートを覆っていました。 
柔らかくしなやか、そしてエレガント。コーデュロイは 
時代のスピリットと、特にその10年間のファッションを 
体現した素材です。またシートの自然な通気を 
可能にするうえ、滑りにくく安全性に優れているため、 
品質の証明でもありました。

ブランドの初代モデル、ポルシェ 356 “No.1”ロードスター
はコーデュロイを使用していませんでした。 
しかし1952年以降、シートセンタートリムとして 
インテリアの一つのパーツとなり、オプションで 
選択することが可能になりました。

911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションの 
インテリアでは、このファブリックが過去の夢を 
よみがえらせます。ドアパネルとシートセンターに、 

エレガントなコーデュロイを使用。ボルドーレッドと 
このエディション専用のアタカマベージュのOLEAクラブ 
レザーによるツートン レザー インテリアと絶妙に調和し、 
1950年代のスタイルを鮮明に思い起こさせます。

革新的なOLEAクラブレザーは、極めて柔らかいだけでなく、 
なめし工程でオリーブ葉を使うポルシェの新しい品質の 
レザーです。このなめし剤は、従来の方法と比べて、 
大部分が再生可能な原材料から作られています。

あなたの目や手で、特別な質感を味わってください。 
スポーツカーの魂が、このインテリア以上に具体的に 
表現されることはほぼないでしょう。シートに身を置いた 
瞬間、過去から未来へとつなぐ旅がはじまります。

夢の車を彩る
理想のファブリック
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現代の中で出会う
一片の過去

専用エクステリアカラー：チェリー メタリック 
（ほかの911モデルでは選択不可）

ゴールドカラー“targa”ロゴ

ゴールドカラー“PORSCHE”ロゴ/ 
モデルエンブレム

リアリッドグリルのポルシェ ヘリテージプラーク

ホイールセンターのヒストリック ポルシェ クレスト

ハイグロスグラックの20/21インチ 911カレラ  
エクスクルーシブデザイン ホイール（オプションで 
サテンプラチナを選択可能）

フロントフードのヒストリック ポルシェ クレスト

フェンダーのスピア（ホイルストライプ）

歴史的なデザインのエクステリアデカール

スタートナンバー 
（お好みの番号、個別オーダー可能）

インドアカーカバー
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専用インテリア装備： 
ボルドーレッドレザー/アタカマベージュ OLEA 
クラブレザーのツートン インテリア（ブラック 
レザー/アタカマベージュ OLEAクラブレザーも 
選択可能）

歴史的なモデルからインスパイアされた 
メータパネル

ヒストリック ポルシェ クレスト付ヘッドレスト 
およびステアリングホイール

レザー インテリア パッケージ

“Porsche Exclusive Manufaktur”ロゴ 
（エンボス）入りセンターコンソールリッド

ダッシュボードトリムのリミテッドエディション 
プレート

ヘリテージデザイン フロアマット

911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションは、 
新型911タルガのスタイルを定義する多彩なデザインを 
取り入れながら、ポルシェの豊かな歴史に対する 
オマージュも体現しています。もちろん、それだけでは 
ありません。卓越したパフォーマンス、先進のシステム、 
そしてあなたの個性やこだわりにも焦点が置かれています。 
911タルガのカタログおよびウェブサイトでは 
標準装備や車両の仕様、性能などを知り、 
ポルシェ カーコンフィギュレーターを利用すれば、 
オプション装備を選択してあなただけの1台を 
創り上げることができます。

Exterior. Interior.
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EXTERIOR COLORS.

チェリー メタリック

GTシルバー メタリック

ブラック

ガーズレッド

クレヨン

カスタムカラー1）
1）カスタムカラーについて、詳しくはポルシェ正規販売店までお問い合わせください。

INTERIOR COLORS.

ボルドーレッド

ブラック

OLEAクラブレザー
アタカマベージュ

OLEAクラブレザー
アタカマベージュ

独自性を高めるさらなるエレメントがレザーです。エレガントで耐摩耗性
に優れ、手入れも簡単。時代にとらわれない魅力を持っています。

911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションのインテリアでは、
ボルドーレッドレザー /アタカマベージュ OLEAクラブレザー、
またはブラックレザー /アタカマベージュ OLEAクラブレザーの
2種類のツートンカラーコンビネーションから選ぶことが可能です。
どちらも、表情豊かで調和の取れたインテリアを演出します。

またアタカマベージュのコーデュロイと組み合わせることで、
このエディションのモダンな印象を強調しながら、歴史から得た
インスピレーションをインテリア全体に付加します。

視線を引きつける新しいカラーのアタカマベージュ。911モデルの中で、
911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションにのみ用いられる
貴重なカラーです。

ツートン レザー インテリア
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あなたの夢を明確にすることから
カスタマイズは始まります
特別な1台を、さらに特別なものにできるでしょうか。 
もちろん、可能です。個性とインスピレーションを生かし、 
そして打ち合わせの段階から最も重要なこと、 
つまりあなたの夢を実現するという信念に焦点を 
当てることによって。

個性豊かなスポーツカーの創造は、あなたと私達の心を 
共に強くかき立てます。そのため、ポルシェ正規販売店の 
コンサルタントとPorsche Exclusive Manufakturの 
エキスパートは、ポルシェモデルやカスタマイズオプション 
における質問に専門的な観点からお答えします。

共通した情熱を示すのに、ブランドの中心である 
ツッフェンハウゼン工場ほどふさわしい場所はないでしょう。 
ここでは、あらゆるオプションと車両モデルに関する 
豊富な知識を持った専門家が、一人ひとりへの 
アドバイスなど広範囲にわたるサポートを行なっています。

ツッフェンハウゼンを訪れれば、ハイライトの一つになる 
のが、Porsche Exclusive Manufakturの見学ツアーです。 
カスタマイズの工程を知るだけでなく、ポルシェが貫く 
細部へのこだわりを体感することができます。 
世界でもユニークな素材とカラーの幅広いサンプルが 
用意されており、カスタマイズされたレザーカラーや塗装の 
実例も含まれ、素材のアーカイブにはポルシェが提示する 
スタイルが集約されています。もちろん、独創的な 
コレクションをご覧いただくことも可能です。 
このツアーはツッフェンハウゼンのほか、アトランタや 
ロサンゼルスなど海外の拠点でも同様に実施しています。

私達は、極めて小さなディテールにまで持てる全てを傾け、 
あなたの理想を形にします。最大限の集中力を注ぎ、 
献身的な取り組みと優れた技術によって生み出される、 
あらゆる要素が調和した1台。それはまぎれもなく 
唯一無二の、あなただけのポルシェです。



 
注： 記載の諸元、データはメーカー発表値に基づくため、日本仕様車による国土交通省届出値と異なる場合があります。 

走行性能等一部の数値はメーカー発表に基づく参考値です。

優れた性能を示す基準となる
100分の数秒の違いー
ポルシェが常に焦点を置くのは
秒単位の差

911 Targa 4S Heritage Design Edition

エンジン
形式 水平対向6気筒（4バルブ）ツインターボ
排気量 2,981cc
最高出力（ECE） 331kW（450PS）/6,500rpm
最大トルク（ECE） 530Nm/2,300－5,000rpm

トランスミッション
レイアウト リアエンジン4輪駆動
トランスミッション 8速ポルシェ ドッペルクップルング（PDK）

シャシー
フロントサスペンション マクファーソンストラット
リアサスペンション マルチリンク
ステアリング ラック＆ピニオン（バリアブルレシオ、電動パワーアシスト）
最小回転半径 5.2m
ブレーキ 前6/後4ピストン モノブロックキャリパー、

クロスドリルベンチレーテッドディスク
ホイール 前：8.5J×20 ET53

後：11.5J×21 ET67

タイヤ 前：245/35 ZR 20
後：305/30 ZR 21

911 Targa 4S Heritage Design Edition

ボディ
全長 4,519mm
全幅 1,852mm
全高 1,299mm
ホイールベース 2,450mm
乗車定員 4名
ラゲッジコンパートメント容量 132ℓ
燃料タンク容量 67ℓ
空気抵抗係数 CD＝0.30

車両重量

DIN 1,675kg

走行性能
最高速度 304km/h
0－100km/h加速 3.8秒
0－100km/h加速（ローンチコントロール作動時） 3.6秒
0－200km/h加速 13.4秒
0－200km/h加速（ローンチコントロール作動時） 13.1秒



TIMEPIECES.

時を回顧する特別な感覚が
刻 と々重なり続ける

中央にあるヒストリック クレストも、ポルシェブランドの 
ルーツに対する敬意を表わしています。ケースバックには、 
車両のリミテッドエディションプレートと同じ 
シリアルナンバーを刻印。しかし、ノスタルジックな 
雰囲気を漂わせながらも、内には先端の技術を搭載。 
革新的なチタンケースの中には、COSC認証を取得した 
高品質の自社製ポルシェ デザイン クロノグラフキャリバー 

（WERK 01.100）が内蔵され、最高の精度を約束します。

すなわち、クロノグラフ 911タルガ4S ヘリテージデザイン  
エディションは、象徴的なデザインを誇る傑作であり、 
在りし日のライフスタイルの側面を現代にもたらします。 
そして同時に、ポルシェ デザインの精密なエンジニアリングを 
再び証明します。

1950年代から60年代初めのスピリットを、あなたは 
生活の中で感じ取ることができます。クロノグラフ  
911タルガ4S ヘリテージデザイン エディションは、 
オーナーのためだけに用意された特別なマスターピースで 
あり、スポーツカーの魅力を完璧に反映しています。

細部へのこだわりが、アイコニックなデザインの特徴、 
素材、そしてポルシェの伝統を示します。 
ポルシェ 356のメータパネルに着想を得た文字盤は、 
かつてのレブカウンターをモチーフにしたデザイン。 
ほかにも、初代ポルシェのレザーを使用したストラップ、 
ゴールドメッキのPD（Porsche Design）アイコン、 
伝説のフックス製ホイールをベースにしたローターが 
歴史の記憶を告げます。
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時間を忘れるほどの充実した撮影：
バルセロナとサラゴサの地で5日間かけて実施。
スポットライトを浴びるのは、4人のモデルと3台の車。
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トレンドは、その多くが現われては消え、時に儚く 
忘れ去られてしまいます。残っていくのは、象徴となる存在。 
なぜなら、そこには常に時代のスピリットが体現されている
からです。賛否を呼びながらも、強烈な魅力と刺激を 
併せ持ちます。そして、人々の心と情熱に忘れ得ない 
歓びを与えます。

1950年代には、今でも魅力的と称賛される多くのものが 
生まれました。それでも、単なる出発点に過ぎません。 
過去数十年の記憶に触れる旅は始まったばかりです。 
過ぎし時代の純粋なライフスタイルと出会う、 
感動に満ちた体験はさらに続いていきます。
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