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限定コレクターグッズまたは他に類を見ないデザイ
ン製品。 Porsche Driver’s Selection の製品はどれ
も、技術、素材、加工の質においてスポーツカーのた
めの感動に相応しいものです。

 Porsche Driver’s Selectionはポルシェの魅力を路上
とそれ以外の世界へと展開させていきます。幅広い製
品ラインナップで、さまざまな表現手段をご提供し、あ
なたのスポーツカーへの情熱をポルシェのライフスタ
イルへと進化させます。

スポーティな仕立てと独創的なデザインにポルシェレ
ジェンドの雰囲気を組み合わせた多彩なファッション
コレクション。ご自宅とオフィス向けの魅力的なアクセ
サリー、自分の限界に挑む人たちのためのハイテクが
注ぎ込まれたスポーツ用品、細部まで忠実に再現さ
れたモデルカーなど。

 Porsche Driver’s Selection

時計

ホーム・アンド・オフィス

キッズ

スポーツ モデルカーアクセサリー

ポルシェオリジナル

911 GT3コレクション

サングラス ラゲッジ
サイズの目安：男性モデルは身長約185cmで、サイズMを着用しています。
サイズの目安：女性モデルは身長約175cmで、サイズSを着用しています。
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911 GT3コレクション

時間は貴重なもの。これは、すべての瞬間に言える
ことです。特に、新しい911 GT3はラップごとに最高
のパフォーマンスを発揮するため、そのハンドルを
握っているときの時間は貴重なものです。現在、この
時間の貴重さは、レーシングコースを離れていても
新しい911 GT3コレクションという形で経験するこ
とができます。コレクションは車両と同様のデザイン
を持ち、品質にも妥協がありません。 

高い機能性と数え切れないほどのスマートなディテ
ール、そしてシャークブルーという特徴的な新しい
カラー – コレクションはまさに、さまざまな可能性
を押し広げています。エンジンを動かしていなくて
も、最高のパフォーマンスがもたらされます。
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メンズTシャツ – 911 GT3
クルーネックのショートスリーブTシャツ。GT3のエンボス加工。コッ
トンジャージ100%。ブルー。 

WAP8100XS-3XL0MGT3 

2-in-1メンズジレとジャケット – 911 GT3
2-in-1ジレとジャケット：ジャケットは、ジレの縁に収納可能。外から見えない収納部はジッパー付き。リバーシブルパッド付きのジレは、2つ
のサイドポケットとスタンドアップカラー付き。グレーのサイドはカラーキルト加工、ブルーのサイドにはキルト加工なし。胸とカラーに
は Porscheのロゴ。フードと2つのサイドポケットが付いた、軽量で防風性に優れるブルーのジャケット。ポリアミド100%。グレー/ブルー。

WAP8110XS-3XL0MGT3 

ユニセックスフラットブリムキャップ – 911 GT3
大きなGT3のロゴの刺繍と Porscheがエンボス加工されたスナッ
プバックファスナーを持つフラットブリムキャップ。バックはブラッ
クのストラップ付き。表地素材：コットン60%/ポリエステル40%。
裏地：コットン100%。

WAP8100010MGT3 

サーモスカップ – 911 GT3
ステンレススチール製二重構造の高品質の保温カップ。本体には
ポルシェクレストが飾られ、フタには“PORSCHE”ロゴがエンボス
加工されています。ホットドリンクを温かく、コールドドリンクを冷
たく保ちます。シャークブルー。容量：約450ml。 

WAP0500660MD5C 

ランヤード – 911 GT3
911 GT3のドアループにインスパイアされたデザインのショートラ
ンヤード。 Porscheロゴ、カラビナ、標準キーリング1個、小型キーリ
ング1個付き。ブルー。ストラップ：ポリエステル100%。カラビナ：亜
鉛合金100%。バッジ：シリコンラバー100%。

WAP0508010MGT3 
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911 GT3
シャークブルー。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0201490M005 

911 GT3
ジェットブラックメタリック。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201520M007 

911 GT3
ガードレッド。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0201510M006 

911 GT3
シャークブルー。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/18。

WAP0211490M003 

911 GT3
GTシルバーメタリック。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/18。 

WAP0211510M004 
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カムフォロワーキーリング – 911 GT3
オリジナルのGT3カムフォロワーから作られたキーリング。 
ポリッシュドシルバーカラー、キーリングには 
 Porscheを刻印。 

WAP0500100MGT3 
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スポーツコレクション

レーシングコースや公道での瞬間のみならず、大好
きなスポーツをしている間のすべての瞬間にも価
値があります。新しいスポーツコレクションは、ゴル
フコースや競技場、ジム、自宅などで、最高のトレー
ニングパートナーとしてあなたをしっかりとサポー
トします。 

スポーティなデザイン、最新の素材、実用的な機能、
そしてインテリジェントでパフォーマンスを重視した
仕立て。快適性さをもたらすだけではなく、ルックス
にも優れた最高のアイテムをご用意しました。

 



 
 

メンズポロシャツ – スポーツ
機能的なピケ生地製のラグランスリーブポロシャツ。3つボタン。 
伸縮性があり、速乾性と通気性に優れています。スリーブと胸
に Porscheのロゴ。ポリエステル100%。ライトグレー、ディテール
はライトブルー。 

WAP5340XS-3XL0M0SP 

レディースポロシャツ – スポーツ
機能的なジャージー生地製のショートスリーブポロシャツ、ベース
ボールカラーとジッパー付き。伸縮性があり、速乾性と通気性に優
れています。装飾のリブが付いた縁はコーラル/ピンク、胸、ショル
ダーヨーク、左袖には小さなトーナルのプリント付き。ポリエステ
ル100%。コーラル、ディテールはピンク。 

WAP5380XS-XXL0M0SP 

メンズTシャツ – スポーツ
クルーネックのメンズスポーティショートスリーブTシャツ。機能的
なジャージーファブリック製。伸縮性があり、速乾性と通気性に優
れています。ポリエステル100%。各種ブルー。

WAP5350XS-3XL0M0SP 

レディースTシャツ – スポーツ
フェミニンなクルーネックのショートスリーブTシャツ。機能的なジ
ャージー生地製。胸に小さなトーナルのプリント。伸縮性があり、
速乾性と通気性に優れています。ポリエステル100%。 
コーラル、ディテールはピンク。

WAP5390XS-XXL0M0SP 

レディースロングスリーブトップ – スポーツ
スタンドアップカラー付きスポーティロングスリーブトップ、ジッパー
付き胸ポケット。胸とショルダーヨークにはエンボス加工。フリース
インナー付きの機能的なジャージーファブリックは、保温性と伸縮
性があり、速乾性と通気性に優れています。ポリエステル88%、 
エラスタン12%。グレー、ディテールはピンク。

WAP5370XS-XXL0M0SP 

メンズ ロングスリーブトップ – スポーツ
スタンドアップカラー付きスポーティロングスリーブトップ、ジッパー
付き胸ポケット。胸とショルダーヨークにはエンボス加工。フリース
インナー付きの機能的なジャージーファブリックは、保温性と伸縮
性があり、速乾性と通気性に優れています。ポリエステル88%、 
エラスタン12%。ダークブルー、ディテールはライトブルー。

WAP5330XS-3XL0M0SP 
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メンズベスト – スポーツ
軽くて快適なソフトシェルジレ。防風性、保温性、撥水性に優れています。肩と襟にはソフトシェル素材を使用。フロントとバックの上側は軽
量パッド付き。サイドポケット2つ、胸ポケット1つ。腰のバックパネルは伸縮性のバンドと Porscheロゴで装飾。表地素材[ソフトシェルとパッ
ド部分]：ポリエステル100%。中綿：ポリエステル100%。裏地：ポリエステル100%。ダークブルー、ディテールはライトブルー。

WAP5320XS-3XL0M0SP 

レディースジレ – スポーツ
軽くて快適なソフトシェルジレ。防風性、保温性、撥水性に優れてい
ます。肩と襟にはソフトシェル素材を使用フロントとバックの上側は
軽量パッド付き。サイドポケット2つ、胸ポケット1つ。腰のバックパネ
ルは伸縮性のバンドと Porscheロゴで装飾。表地素材[ソフトシェル
とパッド部分]：ポリエステル100%。中綿：ポリエステル100%。 
裏地：ポリエステル100%。コーラル、ディテールはピンク。 

WAP5360XS-XXL0M0SP 

メンズジャケット – スポーツ
軽くて快適なソフトシェルジャケット。防風性、保温性、撥水性に優
れています。ボディ、スリーブ、肩、襟にはソフトシェル素材を使用。
フロントとバックの上側は軽量パッド付き。サイドポケット2つ、胸
ポケット1つ、右スリーブの下にポケット1つ。腰のバックパネルは伸
縮性のバンドと Porscheロゴで装飾。表地素材[ソフトシェルとパッ
ド部分]：ポリエステル100%。中綿：ポリエステル100%。裏地：ポリ
エステル100%。ダークブルー、ディテールはライトブルー。

WAP5310XS-3XL0M0SP 

ユニセックスベースボールキャップ – スポーツ
伸縮性素材の5面縫製のキャップ。通気性、速乾性に優れ、かぶり
心地も快適。フロントにはライナーエンボス加工と Porscheのロ
ゴ。ライトブルーのサンドイッチピーク。スナップバックファスナー
にも Porscheのエンボス加工。フリーサイズ：57–59cm。表地素
材：ポリエステル100%。裏地：コットン75%/ポリエステル25%。 
ダークブルー、ディテールはライトブルー。

WAP5400010M0SP

ユニセックスバイザー – スポーツ
伸縮性素材のバイザー。通気性、速乾性に優れ、かぶり心地も快
適。フロントにはライナーエンボス加工と Porscheのロゴ。ライトブ
ルーのサンドイッチピーク。スナップバックファスナーには Porsche
のエンボス加工とライトブルーのコントラストステッチ入り。フリー
サイズ：57–59cm。表地素材：ポリエステル100%。裏地：コットン
75%/ポリエステル25%。ホワイト、ディテールはライトブルー。

WAP5410020M0SP 
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メンズポロシャツ – スポーツ
スポーツ時に最高の着心地を保証する伸縮性素材で出来た機能
ピケポロシャツ。透湿性と速乾性あり。背中部にハニカム模様。 
ポリエステル95%、エラスティン5%。ホワイト、アシッドグリーンの
ディテール付。

WAP54400S–3XL0J 
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メンズポロシャツ – スポーツ
機能ピケ製ポロシャツ。スポーツ時に最高の着心地を保証する伸
縮性素材製。透湿性と速乾性あり。背中部にハニカム模様。 
ポリエステル95%、エラスティン5% 。ダークブルー、 
アシッドグリーンのディテール付。

WAP54200S–3XL0J 

レディースポロシャツ – スポーツ
スポーツ時に最高の着心地を保証する伸縮性素材で出来た機能的なピケポロシャツ。透湿性と速乾性あり。背中部にハニカム模様。ポリ
エステル95%、エラスティン5%。ホワイト、アシッドグリーンのディテール付。

WAP5410XS–XXL0J 



メンズTシャツ – スポーツ
機能ピケ製Tシャツ。伸縮性素材は透湿性と速乾性があり、スポーツ時に最高の着心地を保証します。背中の部分に“PORSCHE”ブランデ
ィングロゴが付いた反射エレメント。肩部分にハニカム模様のプリント。ポリエステル95%、エラスティン5%。ダークブルー、アシッドグリー
ンのディテール付。

WAP54500S–3XL0J 
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レディースTシャツ – スポーツ
機能ピケ製Tシャツ。伸縮性素材は透湿性と速乾性があり、 
スポーツ時に最高の着心地を保証します。背中の部分に 
“PORSCHE”ブランディングロゴが付いた反射エレメント。肩部
分にハニカム模様のプリント。ポリエステル95%、エラスティン
5% 。ダークブルー、アシッドグリーンのディテール付。

WAP5480XS–XXL0J 

メンズ ロングスリーブトップ – スポーツ
スタンドアップカラーとジッパーが付いたロングスリーブトップ。内
側は伸縮性のある機能素材を用いたハニカム構造で通気性と速
乾性があり、スポーツ中の身体を快適に保ちます。メッシュサイド
パネル。ジッパー付のポケット2つ、背中と脇の下はハニカムパタ
ーン。素材（フロント/バック）：ポリエステル100%。素材（サイド）：
ポリエステル90%、エラスタン10%。ライトグレー（ディテール：アシ
ッドグリーン）。

WAP54300S–3XL0K0SP 



メンズベスト – スポーツ
パッド入りベスト、軽い丈夫なリップストップ素材製の立て襟付。 
スポーツ時に最大の着心地を得るためにソフトシェルアップリケと通
気用スリット付。防風性と速乾性あり。耐水圧：3,000mm、 
透湿量：3,000g/m2/24時間。ベストはサイドポケットに収納可能
でスペース節減。外側素材：ナイロン65%、ポリエステル35%。詰
め綿とライニング：ポリエステル100%。ダークブルー、アシッドグリ
ーンのディテール付。

WAP54700S–3XL0J 
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メンズウィンドブレーカーミックス – スポーツ
パッド入りウィンドブレーカー、軽い丈夫なリップストップ素材製の
立て襟付。立て襟、収納可能のフード、そして反射するディテール
付。ソフトシェルアップリケと通気用スリット付。防風性と速乾性あ
り。耐水圧3,000mm、透湿量：3,000g/m²/24h。ジャケットはサ
イドポケットに収納可能でスペース節減。外側素材：ナイロン65%
、ポリエステル35%。詰め綿とライニング：ポリエステル100%。ダ
ークブルー、アシッドグリーンのディテール付。

WAP54300S–3XL0J 
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ゴルフタオル
前面が柔らかいベロア織り、背面がタオル地のゴルフタオル。ゴル
フバッグに簡単に掛けられるように実用的なスプリングホック付。
サイズ：50 × 50cm。綿100%。ダークブルー、アシッドグリーンの
ディテール付。

WAP5400020J 
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ゴルフボールツアーソフト 3個
ハイテクゴルフボールタイトリスト Pro NXT® Tour。

WAP0600430K 
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ゴルフタオル
前面が柔らかいベロア織り、背面がタオル地のゴルフタオル。ゴル
フバッグに簡単に掛けられるように実用的なスプリングホック付。
サイズ：50 × 50cm。綿100%。ブラック、ライトブルーのアクセン
ト付。

WAP5420030M0SP 



ゴルフスタンドバッグ
コーティングを施した防水ナイロン製スタンドバッグ。6つの収納
ポケットと大型ドリンクボトル用スペース付き。シームレスに内蔵
されたスタンドシステムとバランスのとれた調整式キャリングシス
テム。側面にシルバーカラーの“PORSCHE”プリントと格子模様。

WAP0350500MSTB 
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ゴルフカートバッグ
コーティングを施した防水ナイロン製カートバッグ。9つのパッチポ
ケットとパッド入りキャリーハンドル付き。貴重品用のライナー付き
インナーポケット、アンブレラホルダー、グローブホルダー、タオルホ
ルダー。側面にシルバーカラーの“PORSCHE”プリントと格子模様。

WAP0350510MCTB 

トラベルバッグ
コーティングを施したターポリン製トラベルバッグ。しっかりとしたパッド入りの側面、引き裂きに強い接着仕上げのストラップ。内側の収
納ポケット、ボールベアリング付きスケーターホイール。11インチ以下のゴルフバッグに最適。シルバーカラーの“PORSCHE”プリント。

WAP0350520MTRB 
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ポルシェeバイクスポーツ
ROTWILDと共同で開発された高品質のポルシェeバイク。 
FOXのショックアブソーバーとStudio F. A.  Porscheが設計した内
部ケーブルを持つ、フルサスペンションのカーボンフレームを採
用。最新世代のシマノ製ドライブユニットは、モーター、バッテリー、
電子制御ギヤで構成。MAGURAコックピットインテグレーション
[MCi]を装備しているため、ハンドル周りはすっきりとしています。
ハンドルバーに統合されたブレーキに加え、eバイク用に最適化さ
れたブレーキディスクとMAGURA製アップサイドダウンサスペンシ
ョンフォークも装備。フロントとリヤのSUPERNOVAライトは、ハン
ドルバーステムとシートポストに統合されています。ホイールは
CRANKBROTHERS製。カラー：ホワイト/ブラック。フレームは
[S、M、L]の3種類をご用意しています。

* 日本市場には導入されません。 
 
フレームサイズS： WAP061EBT0M00S  
フレームサイズM： WAP061EBT0M00M  
フレームサイズL： WAP061EBT0M00L 

ポルシェeバイククロス
ROTWILDと共同で開発された高品質のポルシェeバイク。 
FOXのショックアブソーバーとStudio F. A.  Porscheが設計した内
部ケーブルを持つ、フルサスペンションのカーボンフレームを採
用。最新世代のシマノ製ドライブユニットは、モーターとバッテリー
で構成。油圧ディスクブレーキに加え、eバイク用に最適化された
ブレーキディスクとMAGURA製アップサイドダウンサスペンション
フォークも装備。シートポストはハンドルバーリモートコントロール
から調整可能。ホイールはCRANKBROTHERS製。カラー：ダーク
グレー/ブラック。 
フレームは[S、M、L]の3種類をご用意しています。

* 日本市場には導入されません。 
 
フレームサイズS： WAP061EBS0M00S  
フレームサイズM： WAP061EBS0M00M  
フレームサイズL： WAP061EBS0M00L 
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1971年のル・マンは、歴史に残るマルティーニレーシ
ング®カラーで塗装されたポルシェ917 KHが驚異的
な成功を収めたことで、人々に記憶されています。新
しいマルティーニレーシング®コレクションは、こうし
たモータースポーツの象徴的な時代を改めて映し出
すものです。クラッシックなカラーで彩られたコレクシ
ョンは、スポーティなスタイルを持ちながら、1971年の
ル・マンの証しとしてレースの雰囲気をさりげなく感
じさせます。

マルティーニレーシング®コレクション

 



 
 

メンズポロシャツ – マルティーニ・レーシング®
2つのボタンとバッジが付いたコットン100%のメンズショートスリ
ーブポロシャツ。1971年のポルシェ917 KHにインスパイアされた
デザイン。袖と肩は、クラッシックなマルティーニレーシング®ストラ
イプデザインのメッシュバンド付き。背中にはトーナルの Porsche
ロゴをプリント。ダークブルー。 

WAP5530XS-3XL0M0MR 

レディースポロシャツ – マルティーニ・レーシング®
レディースショートスリーブポロシャツ。3つボタンでバッジ付
き。1971年のポルシェ917 KHにインスパイアされたデザイン。ショ
ルダーヨークにはトーナルの Porscheロゴをプリント。ショルダー
ヨークの下にはプリーツ加工。コットン96%、エラスタン4%。ライト
ブルー。

WAP5570XS-XXL0M0MR 

コレクターズTシャツNo.20ユニセックス – リミテッドエディ
ション – マルティーニレーシング® 
ショートスリーブTシャツ。ショートスリーブTシャツ。1971年のポル
シェ917 KHにインスパイアされたプリントデザイン。同じプリント
デザインの専用メタルボックス入り。プリントの説明入りポストカー
ド付き。非常にソフトな着心地のTシャツ。コットン100%。グレーメ
ランジ。

WAP5580XS-3XL0M0MR 

メンズボードショーツ – マルティーニレーシング®
ウエストに伸縮性のバンドと引きひもが付いた、速乾性の繊維を
採用したスイミングトランクス。2つのサイドポケット – 片方はッパ
ー付き。一体になったメッシュスリップが快適さを保ちます。サイド
とバックに、クラッシックなマルティーニレーシング®ストライプデ
ザインのメッシュバンド。フロントとバックはシリコンバッジ付き。バ
ックには Porscheロゴをプリント。表地素材：ポリエステル100%。
裏地：ポリエステル100%。オリーブグリーン。 

WAP5540XS-3XL0M0MR 

メンズピケジャケット – マルティーニレーシング®
スタンドアップカラーとバッジ付きの軽量スウェットジャケッ
ト。1971年のポルシェ917 KHにインスパイアされたデザイン。袖と
肩は、クラッシックなマルティーニレーシング®ストライプデザインの
メッシュバンド付き。サイドのポケットはジッパー付き。背中にはトー
ナルの Porscheロゴをプリント。コットン74% ポリエステル26%。オ
リーブグリーン。

WAP5520XS-3XL0M0MR 

メンズトラックジャケット – マルティーニレーシング®
スタンドアップカラーとバッジ付きのトレーニングジャケット。1971
年のポルシェ917 KHにインスパイアされたデザイン。2つのサイド
ポケット付きで、スリーブにはクラッシックなマルティーニレーシン
グ®ストライプデザインのメッシュバンド。 
背中にはトーナルの Porscheロゴをプリント。ポリエステル91.5%、
エラスタン8.5%。グレーメランジ/ダークブルー。

WAP5510XS-3XL0M0MR 
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レディースピケジャケット – マルティーニレーシング®
スタンドアップカラーとバッジ付きの軽量スウェットジャケッ
ト。1971年のポルシェ917 KHにインスパイアされたデザイン。袖と
肩は、クラッシックなマルティーニレーシング®ストライプデザイン
のメッシュバンド付き。両側にジッパー付きのサイドポケット。背中
にはトーナルの Porscheロゴをプリント。ポリエステル74%、エラス
タン26%。オリーブグリーン。

WAP5560XS-3XL0M0MR 

メンズキルティングジャケット – マルティーニ・レーシング®
スタンドアップカラーとフード付きで撥水加工が施された、優れた防風性のパッド入りキルティングジャケット。サイドパネルと腕の下には
クラッシックなマルティーニレーシング®ストライプデザインのメッシュバンド。背中には白の Porscheロゴを刺繍。バッジは1971年のポルシ
ェ917 KHにインスパイアされたデザイン。2つのサイドポケットとジッパー付きインナーポケット。前側のジッパーの裏地はレッド。トーナル
の Porscheロゴがプリントされたアンダーフラップ。ストーリーラベル付きのレッドライニング。表地素材[メッシュ]：ポリエステル100%。 
裏地：ポリエステル100%。中綿：ポリエステル100%。レッド/ダークブルー。

WAP5500XS-3XL0M0MR 

レディース キルティングジャケット –  
マルティーニ・レーシング®
スタンドアップカラー付きで撥水加工が施された、優れた防風性
のパッド入りキルティングジャケット。サイドパネルと腕の下にはク
ラッシックなマルティーニレーシング®ストライプデザインのメッシ
ュバンド。背中には白の Porscheロゴを刺繍。バッジは1971年のポ
ルシェ917 KHにインスパイアされたデザイン。2つのサイドポケッ
トとジッパー付きインナーポケット。前側のジッパーの裏地はレッ
ド。マルティーニレーシング®のメッシュバンドで縁取りされ、トーナ
ルの Porscheロゴがプリントされた幅広のアンダーフラップ。スト
ーリーラベル付きのレッドライニング。表地素材[メッシュ]：ポリエ
ステル100%。裏地：ポリエステル100%。中綿：ポリエステル100%。
レッド/ダークブルー。 

WAP5550XS-3XL0M0MR 
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メンズポロシャツ – マルティーニ・レーシング®
2つボタンのショートスリーブポロシャツ。ショルダーと襟に、マルテ
ィーニレーシングカラーのリボン付。胸に“マルティーニレーシング
ポルシェ”のバッジ、上腕部にナンバー3のバッジが付いています。
背面にトーナルの“PORSCHE”ロゴをプリント。襟のパッチはポル
シェ917“ヒッピー”にインスパイアされたデザイン。コットン100%。
ダークブルー。

WAP92200S-3XL0LMRH 
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レディースポロシャツ – マルティーニ・レーシング®
3つボタンのショートスリーブポロシャツ。サイドシームと襟に、マ
ルティーニレーシング®カラーのリボン付。胸に“マルティーニレー
シングポルシェ”のバッジ、上腕部にナンバー3のバッジが付いてい
ます。背面にトーナルの“PORSCHE”ロゴをプリント。襟のパッチは
ポルシェ917“ヒッピー”にインスパイアされたデザイン。コットン
100%。ブルー。

WAP9210XS-XXL0LMRH 



コレクターズTシャツ エディションNo.18 ユニセックス – リ
ミテッドエディション – マルティーニレーシング®
ポルシェ917“ヒッピー”コレクターズシャツ。同じデザインをプリント
した専用メタルボックス入り。プリントされたグラフィックを説明し
たポストカード付。ソフトな着心地のTシャツ。 
コットン100%。ダークブルー。

WAP6710XS-3XL0LMRH 
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メンズTシャツ – マルティーニ・レーシング®
クルーネックのショートスリーブTシャツ。カラーはダークブルー/
グリーン。ショルダーとネックラインが、マルティーニレーシング®カ
ラーのバンドで飾られています。胸に“マルティーニレーシング®ポ
ルシェ”のバッジ、上腕部にナンバー3のバッジが付いています。背
面にトーナルの“PORSCHE”ロゴをプリント。ネックタブは、ポルシ
ェ917“ヒッピー”にインスパイアされたデザイン。コットン100%。ダ
ークブルー。

WAP55100S-3XL0LMRH 

メンズ スウェットジャケット – マルティーニレーシング®
フードと2つのサイドポケットが付いたダークブルーのスウェットジ
ャケット。ブルーとグリーンのポルシェ917“ヒッピー”カラーのアク
セント付。フードの紐と縁はマルティーニレーシング®カラー。胸に“
マルティーニレーシング®ポルシェ”のバッジ、上腕部にナンバー3
のバッジ、縁に917のピンが付いています。コットン75%、ポリエステ
ル20%、エラスタン5%。ダークブルー。

WAP55600S-3XL0LMRH 

レディースTシャツ – マルティーニ・レーシング®
ダークブルー/グリーンのフェミニンなVネック付きの半袖のTシャ
ツ。サイドシームはマルティーニレーシング®特有のカラーの装飾
付き。胸に「MARTINI RACING® PORSCHE」バッジ、 
上腕にナンバー3のバッジ付き。背中にはプリントの「PORSCHE」
ロゴ付き。ポルシェ917「ヒッピー」にインスピレーションを得たカラ
ーパッチ。コットン100%。ブルー。

WAP5520XS-XXL0LMRH 
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メンズ リバーシブルキルティングジャケット –  
マルティーニ レーシング®
適度なパッドが入った、リバーシブルのフード付きの現代的なキル
トジャケット。胸ポケットと2つのサイドポケット付き。防風・撥水加
工。マルティーニレーシング®特有のカラーのディテール。胸に
「MARTINI RACING® PORSCHE」のバッジ、上腕にナンバー3の
バッジ、裾には917のピンをそれぞれ配置。内側はポルシェ917「ヒ
ッピー」にインスピレーションを得ています。ブルーのアウター素
材：ナイロン100%。パターン入りのアウター素材：100%ポリエス
テル。ブルー、グリーン、ホワイト。

WAP55900S-3XL0LMRH 
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レディースリバーシブルキルティングジャケット –  
マルティーニ レーシング®
モダンなデザインのリバーシブルキルティングジャケット。薄手の
パッド入りで、フード付。胸ポケットと2つのサイドポケット付。防風
性と防水性を装備。ディーテルはマルティーニレーシング®カラー
で仕上げられています。胸に“マルティーニレーシング®ポルシェ”の
バッジ、上腕部にナンバー3のバッジ、縁に917のピンが付いていま
す。内側はポルシェ917“ヒッピー”にインスパイアされたデザイン。
ブルーの表地素材：ナイロン100%。模様付の表地素材：ポリエス
テル100%。ブルー、グリーン、ホワイト。 

WAP5580XS-XXL0LMRH 



 
 

ユニセックス ベースボールキャップ – マルティーニ レーシ
ング®
前面にマルティーニ レーシング®刺繍、背面に“PORSCHE”の刺繍
が入ったベースボールキャップ。 無段階調整式ストラップは、伝説
的なマルティーニ レーシング®カラー。マルティーニ レーシング®の
カラーリングをまとったポルシェ917 ロングテール、通称ポルシェ
917“ヒッピー”をモチーフに、 ナンバー3のアップリケとチェッカー
フラッグを側面にあしらっています。コットン100%。ダークブルー/
ホワイト。

WAP5500010LMRH 

ユニセックス ベルト – マルティーニ レーシング®
マルティーニレーシング®カラーのメッシュベルト。無段階調整式。
バックルは“PORSCHE”ロゴのエンボス加工。 ベルトの先端はレ
ザーで縁取られています。バックル部のレザーは、“マルティーニ レ
ーシング®ポルシェ”ロゴのエンボス加工。サイズ：S [80cm]、 
M [95cm]、L [110cm]、XL [125cm]。ベルト：ポリエステル100%。 
バックル：亜鉛100%。ブルー/レッド。

WAP557080-1250LMRH 

ユニセックス ニキクロス – マルティーニレーシング®
ポルシェ917“ヒッピー”と、ヴィック・エルフォードの妻、マリーが
1971年のル・マンで着用していたスカーフにインスパイアされた
ニキクロス。このニキクロスはネックスカーフ、ヘッドスカーフ、 
またはバッグの装飾としてお使いいただけます。50 × 50cm。 
コットン100%。ブルー/グリーン/ホワイト。

WAP5500060LMRH 
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メンズTシャツ – マルティーニ・レーシング®
ラグラン袖のメンズTシャツ。ソフトなシングルジャージー生地製。
ダークブルーのスリーブに、マルティーニ・レーシング®ストライプ
付き。さらに左胸のパッチとネックのロゴプリントなど、マルティー
ニ・レーシング®のアクセント付。綿100%。　グレー/ダークブルー。

WAP551 00S–3XL0K 
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メンズ ラグビーシャツ – マルティーニ・レーシング®
ソフトなシングルジャージー生地製のラグビーシャツ。左胸のパッ 
チなど、マルティーニ・レーシング®のアクセント付き。カーナンバ 
ー21を付けて1971年のル・マン24時間レースを走ったポルシェ 
917ロングテールにオマージュを捧げて、右上腕に「21」の刺繍を 
施しました。ネックに“PORSCHE”ロゴ。綿100%。グレー/ダークブ
ルー。 

WAP55400S–3XL0K 

レディースTシャツ – マルティーニ・レーシング®
ラグラン袖で、首元が丸く開いたルースフィットのTシャツ。ソフト
なシングルジャージー生地製。 さらに左胸のパッチとネックのロゴ
プリントなど、マルティーニ・レーシング®のアクセント付き。綿
100%。グレー/ダークブルー。

WAP5520XS–XXL0K 

メンズ ロングスリーブTシャツ –  
マルティーニ・レーシング®
ソフトなシングルジャージー生地製のメンズ ロングスリーブTシャ
ツ。ラグラン袖で、胸にマルティーニ・レーシング®ストライプ。さら
に左胸にマルティーニ・レーシングRのパッチ、右上腕に「21」の刺
繍、ネックに“PORSCHE”のロゴ付き。綿100%。　ホワイト/ダーク
ブルー。 

WAP55300S–3XL0K 
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メンズポロシャツ – マルティーニ・レーシング®
メンズポロシャツ。スポーティな素材と手の込んだマルティーニ・レ
ーシング®デザインのディテールのスポーティなミックスが特徴。前
面に高品質のバッジ。袖口にマルティーニ・レーシング®ストライプ
入り。上：ダークブルーの綿ピケ。下：シングルジャージー  
[綿50%、ポリエステル50%]。グレー。

WAP92200S–3XL0J 
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レディースポロシャツ – マルティーニ・レーシング®
レディースポロシャツ。スポーティな素材と手の込んだマルティー
ニ・レーシング®デザインのディテールのスポーティなミックスが特
徴。前面に高品質のバッジ。袖口にマルティーニ・レーシング®スト
ライプ入り。上：ダークブルーの綿ピケ。下：シングルジャージー  
[綿50%、ポリエステル50%]。グレー。

WAP9210XS–XXL0J 
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ベースボールキャップ – マルティーニ・レーシング®
カジュアルなベースボールキャップ。高品質のマルティーニ・レーシ
ング®バッジとディテール付。ル・マン24時間耐久レースに出場し
たスタートナンバー21のポルシェ917 ロングテールにインスパイ
アされたデザイン。綿100%。ダークブルー。

WAP5500010J 

メンズスエットミックスジャケット –  
マルティーニ・レーシング®
スポーティなスエットミックスジャケット、前面にライニング、肘当
て付。高品質なマルティーニ・レーシング®バッジとディテール、ル・
マン24時間耐久レース スタートナンバー21のポルシェ917 ロング
テールがモデル。スエット素材：綿80%、ポリエステル20%。キルト
素材：ポリエステル100%。ダークブルー。

WAP55500S–3XL0J 

ユニセックスリバーシブルジャケット –  
マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング® デザインのリバーシブルジャケット。両
サイドにポケット。バージョン1：キルティングのナイロン、胸元に色
調を変えた“PORSCHE” ブランディングロゴと首元にマルティー
ニ・レーシング®バッジ付。バージョン2：ボンバージャケット、胸に
ホワイトの“21”バッジと右スリーブのジッパー付袖ポケットにホワ
イトの“MARTINI RACING® PORSCHE” ブランディングロゴ。ポリ
エステル100%。ダークブルー。 

WAP5600XS–3XL0J 



マルティーニレーシング®コレクション50

スポーツクロノ – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®デザインのクロノグラフ。スイス ETA製
4石ムーブメント。時針の進む速度を200Hz以上高め るためのパ
ワードライブ付。３ピース構造のケースはステンレ ス製。防水最大
10気圧。窪みに個別にはめ込まれたブラック のデザインエレメン
ト。マルティーニ・レーシング®ストライプ 付メタル製文字盤。片面
は、反射防止コーティングのサファイ ヤガラス。ブラックのラバース
トラップ、表面にハニカム模様、 裏面にタイヤ模様付。ステンレス
製ピンバックルにはレーザー 加工された“PORSCHE”ロゴ。直
径：42mm。スイス製。

WAP0700020J 

サングラスP´8642 M – マルティーニ・レーシング®
モダンかつ時代に左右されないデザインのステンレススチール製フレームに、マルティーニ・レーシング® 
スタイルがアクセントを添えます。ストレートエッジデザインの三次元形状が魅惑的な光学効果を発揮。 
ダークブルーのフレームに“マルティーニ・レーシング®”をプリント。ブルーのミラーレンズ。イタリア製。

WAP0786420KM62 

 

クロノグラフ – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®デザインのクロノグラフ。スイスETA製4
石ムーブメント。ブラックのメタルダイヤルには、“マルティーニレ
ーシング® ポルシェ”のロゴとストライプがあしらわれています。 
時針と分針、および数字はスーパールミノバ仕上げ。5分割ステン
レススチール製ケースは、繊細なサテン仕上げ。防水最大10気圧。 
ストップ機能内蔵。サファイヤクリスタル、片面に反射防止コーティ
ング。チューブとクラウンはねじ込み式で、ポリッシュ仕上げ。 
前面にはポルシェ クレストの刻印入り。メタルストラップは長さ調
整エレメント付。ストラップ幅：22mm。ステンレススチール製ピン
バックルは、“PORSCHE”ロゴの刻印入り。高級化粧箱入り。 
厚み：12mm。直径：42mm。スイス製。

WAP0700710LMRC 
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スポーツパッグ – マルティーニ レーシング®
マルティーニレーシング®デザインのモダンなスポーツバッグ。フロ
ントに3Dロゴが付き、ディテールはグリーンで仕上げられていま
す。ゆったりとしたメインコンパートメントに、小物を入れるのに便
利なジッパー付の小さな内ポケットが付属しています。 2つのサイ
ドポケット付。脱着式ショルダーストラップ付。表地素材：ポリエス
テル70%、アクリル30%。裏地：ポリエステル100%。ダークブルー。

WAP0359270L0MR 

クーラーバッグ – マルティーニレーシング®
大きな防水クーラーバッグ。マルティーニレーシング®デザインのバ
ッジ付き。前側の補助コンパートメントはジッパーで閉じることが
でき、取り外し式のショルダーストラップの長さは調整可能。ダーク
ブルー/ライトブルー/ホワイト。

WAP0359290M0MR 

マルティーニレーシング®コレクション
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リュックサック – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ レーシング®デザインのモダンなバックパック。フロントに3Dロゴが付き、ディテールはグリーンで仕上げられています。 ゆったりとした内部コンパートメントに、ノートPC用コンパートメント付。独立
したフロントポケットと、隠れたバックポケットが備わります。トロリーリンク付。表地素材：ポリエステル70%、アクリル30%。裏地：ポリエステル100%。ダークブルー。

WAP0359260L0MR 
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XLタオル – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®デザインのジャカード織タオル。表側はダ
ークブルーのソフトなベロア、裏側はホワイトのテリークロス。マル
ティーニレーシング®カラーの装飾リボンとフープが縫い付けられ
ています。裏側にはベルクロ式ポケットが付いており、スマートフォ
ンやキーなどの小物が入ります。サイズ：約190 × 90cm。コットン
100%。ダークブルー/ホワイト。 

WAP5500050L0MR 

ユニセックス バスローブ – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®デザインのフード付バスローブ。2つのパ
ッチポケット付。腕の部分を飾る刺繍や刺繍パッチなど、高品質の
マルティーニ・レーシング®のディテールが魅力。ベルトに
は“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。アウターはソフトなベロア製、イ
ンナーはテリークロス製。コットン100%。ダークブルー。 

WAP55500S–3XL0L0MR 

マルチパーパスケース – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング® のデザインと、グリーンのディテールで飾
られたソフトケース。各種内部コンパートメントを備え、ヘッドフォ
ン、モバイルバッテリー、充電ケーブルなどの小物類を安全に収納
できます。ポリエステル60%、ナイロン40%。ダークブルー。

WAP0359280L0MR 
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アンブレラXL – マルティーニ・レーシング®
ダブルキャノピー型の大型のアンブレラ。1971年のマルティーニ・
レーシング®917ロングテールをプリント。デュポンテフロンコーテ
ィングとシルバーの反射エレメント付。ファイバーグラス製傘骨付
防風システム。下面に“21”ロゴの付いたプラスチック製グリップ。
長さ [閉じた状態] 88.5cm。直径：約120cm。ダークブルー。

WAP0505700J  

 

テーブルクロック – マルティーニ・レーシング®
ポルシェ車両のスポーツクロノクロックに基づいたデザイン。マル
ティーニ・レーシング®デザイン。アラームとカウントダウン機能。エ
ンジンサウンドによるアラーム。アナログとデジタルによる時刻表
示。液晶ディスプレイ。デジタル時刻表示は12時間または24時間形
式。カレンダー表示は2つの形式：日-月-年または月-日-年。高さ：
約11.5cm。ブラック/ホワイト/ダークブルー/ライトブルー/レッド。 

WAP0701020K0MR 
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パラソルとアンブレラ – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®デザインのアンブレラが、雨や日光から保
護。実用的なショルダーハンドル付きのバッグが付属し、 
持ち運びが簡単。使いやすいスライドで開く操作も快適です。 
強風の中でも最高のフレーム柔軟性を発揮する高品質防風システ
ム。安定したグラスファイバー製のレールとツーピースポール。下
側のポールには地面固定用の先端部を装備。コンパクトなトラベ
ルサイズであるため、スーツケースへの収納に最適。 

WAP0500820MSMR 

ロングドリンクグラス2個セット –  
マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®デザインの高品質鉛クリスタルグラス 
[機械吹き]。グラスとリファインメント：マルティーニ・レーシング® 
カラーのモチーフ。ブルー/レッド/ブラック。ドイツ製。

WAP0505000L0MR 

サーモス カップ – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®デザインの高品質断熱カップ。二重 構造
のステンレススチール製。100%漏れ防止の蓋。温冷両方 の飲み物
の温度を保ちます。容量：約0.45ℓ。ダークブルー/ブルー/レッド。

WAP0505500K 

サーモスフラスコ – マルティーニレーシング®
二重構造のステンレススチール製。ダークブルーにライトブルー/
レッドのストライプが印象的なマルティーニレーシング®デザイン。
ストッパーは、ポルシェ車のセンターロッキングにインスパイアさ
れた形状です。容量：1.0ℓ。

WAP0500620L0MR 
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グリルバッジ – リミテッドエディション –  
マルティーニ・レーシング®
2,000個限定生産。直径：95mm。金属製。固定具[スクリュー] 
付 属。ダークブルー/レッド/シルバー。ドイツ製。 

WAP0508100L0MR 

マルティーニレーシング®コレクション

917グリルバッジ – マルティーニレーシング®
1971年に伝説のル・マン24時間レースで2度目の総合優勝を果た
した917 KH マルティーニレーシング®をイメージしたグリルバッ
ジ。直径：95mm。亜鉛95%、アクリルワニス5%。ドイツ製。 

WAP0508100M0MR 

ポルシェシートバレル – マルティーニレーシング®
由緒正しいカラーリングが魅力のシートバレル。マルティーニレー
シング®デザインで、座面パッド付き。屋内外の使用に対応。 
高さ約60cm。ドイツ製。 

WAP0501000MSFS 

iPhoneケース – iPhone 12 Pro Max用 –  
マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®スタイルのiPhoneケース。 
“MARTINI RACING”と“PORSCHE”ロゴ、スタートナンバー22付き。 
音量ボタン、カメラ、スピーカー、マイク用の開口部付き。

WAP0300160MSOC 

iPhoneケース – iPhone 12/12 Pro用 –  
マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®スタイルのiPhoneケース。 
“MARTINI RACING”と“PORSCHE”ロゴ、スタートナンバー22付き。音
量ボタン、カメラ、スピーカー、マイク用の開口部付き。

WAP0300110MSOC 

iPhoneケース – iPhone 12 mini用 –  
マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®スタイルのiPhoneケース。 
“MARTINI RACING”と“PORSCHE”ロゴ、スタートナンバー22付き。 
音量ボタン、カメラ、スピーカー、マイク用の開口部付き。

WAP0300100MSOC 
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シートキューブ – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®デザインのシートキューブ。フォーム材を使
用して快適性を提供します。耐紫外線性と防水性を備えた高品質の
カバーリングにより、室内はもちろん、屋外でも使用できます。シー
トキューブ：ポリウレタン100%製フォーム材。 
サイズ：約400 × 400mm。カバーリング：ポリエステル100%。ダ
ークブルー。

WAP0500010LSZW 

コンピューターマウス – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®スタイルのワイヤレスマウス。使用中に 
テールライトストリップが点灯します。エルゴノミクスに優れた形 
状。 プラスチック製。ブラック/ブルー/レッド。 

WAP0808100K 

911マルティーニレーシング®ロリポップボンネット
オリジナルのポルシェクレストが付いた、歴史に残るポルシェ 
911 [G Series]の純正ボンネット。シルバーメタリックに塗装され
たボンネット。高品質なマルティーニレーシング®のトリムとスター
トナンバー8付き。マグネット。壁掛け用のマウントとドリルテンプ
レートが付属。サイズ：約120 × 130cm。重量：約15kg。受注生産
品。 

WAP0503020MMR1 

911マルティーニレーシング®ボンネット
オリジナルのポルシェクレストが付いた、歴史に残るポルシェ 
911 [G Series]の純正ボンネット。シルバーメタリックに塗装された
ボンネット。高品質なマルティーニレーシング®のトリム。マグネッ
ト。壁掛け用のマウントとドリルテンプレートが付属。サイズ： 
約120 × 130cm。重量：約15kg。受注生産品。 

WAP0503030MMR1 
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ストラップ – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®デザインの編み紐ストップ。脱着式キー
チェーンと安全留め金付き。バンド：ポリエステル100%。ブルー/レ
ッド。 

WAP5500030K 
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ストラップ – マルティーニ・レーシング®
脱着式キーリングと旅客機の座席シートベルト型のバックルが付属。マルティーニレーシングカラー。“PORSCHE” ロゴの刺繍と、マルティ
ーニレーシングポルシェ”のラバーバッジ付。大きなキーリング1つに、小さなキーリングが付属。ストラップ：ポリエステル100%。カラビナ：
亜鉛100%。ブルー/レッド。

WAP5500030LMRH 
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スナップオンケース – iPhone 11 Pro Max 用 –マルティー
ニレーシング®
マルティーニレーシング®スタイルのスマートフォンケース。 
“MARTINI RACING”と“PORSCHE”ロゴ入り。音量ボタンのほか、
カメラ、スピーカー、マイク用の開口部が付いています。 
ダークブルー。

WAP0300040L0MR 

スナップオンケース – iPhone 11 Pro 用 –マルティーニレ
ーシング®
マルティーニレーシング®スタイルのスマートフォンケース。 
“MARTINI RACING”と“PORSCHE”ロゴ入り。音量ボタンのほか、
カメラ、スピーカー、マイク用の開口部が付いています。 
ダークブルー。

WAP0300010L0MR 

スナップオンケース – iPhone 11 用 –マルティーニレーシ
ング® 
マルティーニレーシング®スタイルのスマートフォンケース。 
“MARTINI RACING”と“PORSCHE”ロゴ入り。音量ボタンのほか、
カメラ、スピーカー、マイク用の開口部が付いています。 
ダークブルー。

WAP0300070L0MR 



917“ピンクピッグ”コレクション

オリジナリティあふれる独特のデザインで歴史に浸
透する。新しい917“ピンクピッグ”コレクションのデザ
インは、モータースポーツの歴史的な瞬間をそのま
ま自宅で再現することでしょう。このコレクション
は、1971年のル・マンで熱戦を繰り広げた伝説のポ
ルシェ917/20にちなんだもの。 

1971年、“ピンクピッグ”デザインは、特にその想像力
にあふれる塗装で大きな旋風を巻き起こしました
が、そのデザインが新しいコレクションのさまざまな
製品に取り入れられました。ブレイクタイムは、きっと
ピットストップに変わるはずです。

63917“ピンクピッグ”コレクション



 
 

コレクターズマグNo.4 – リミテッドエディション – 917“ピンクピッグ”
コレクターズマグNo.4、磁器製。10,000個限定生産。ポルシェクレストをイメージしたポルシェ専用のデザイン。伝説的な917 
“ピンクピッグ”のデザイン。Design by Studio F. A.  Porsche。上質なギフトパッケージ入り。食洗機対応。 

WAP0506700M917 

コレクターズエスプレッソカップNo.4 – リミテッドエディシ
ョン – 917“ピンクピッグ”
5,000個限定生産。エスプレッソカップとソーサー2客セット。ポル
シェクレストをイメージしたポルシェ専用のデザイン。 
Design by Studio F. A.  Porsche。伝説的な917“ピンクピッグ”に
インスパイアされたデザイン。上質なギフトパッケージ入り。食洗機
対応。 

WAP0506600M917 

ハイボールグラス2個のセット – 917“ピンクピッグ” 
伝説的な917“ピンクピッグ”デザインの高品質ハイボールグラス2
個セット。Design by Studio F. A.  Porsche。グラス1個当たりの容
量は約450ml。 

WAP0506800M917 

サーモフラスコ – 917“ピンクピッグ”
二重構造のステンレススチール製。伝説的な917“ピンクピッグ”のデザイン。ストッパーは、ポルシェ車のセンターロッキングにインスパイア
された形状です。容量：約1.0l。 

WAP0506900M917 

65917“ピンクピッグ”コレクション917“ピンクピッグ”コレクション64



 

 
 

ポスターセット – 917“ピンクピッグ”。
2つのポスターで構成されるポスターセット。モチーフ1：917/20“ピンクピッグ”。モチーフ2：コースを背景にした“ピンクピッグ”のオリジナ
ルレーシングポスター。サイズ：50 × 70cm。 

 WAP0924500M917 

67917“ピンクピッグ”コレクション917“ピンクピッグ”コレクション66

ポルシェシートバレル – 917“ピンクピッグ”
由緒正しいカラーリングが魅力のシートバレル。917“ピンクピッ
グ”のデカールで仕上げられています。座面パッド付き。屋内外の
使用に対応。高さ約60cm。ドイツ製。  

WAP0501020MSFS 

“ピンクピッグ”ソフトブランケット 
伝説的な917“ピンクピッグ”のデザインでブタの形をした、かわい
らしいソフトなブランケット。 

WAP0400020M0ST 
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ポルシェモータースポーツファミリーのメンバーは、 
誰もが100分の1秒でもタイムを縮めることを目指し、
ひとつでも多くのアイディアを出し、少しでも多くの努
力を費やすことを厭いません。レプリカコレクションも
この理念を常に追求しています。 
このコレクションのすべてのウェアに、サーキット向け
のポルシェモータースポーツ キットが付属していま
す。これはサングラスストラップ、イヤープラグ、スマー
トフォングリップで構成されます。このグリップを使え
ばスマートフォンの持ちやすさがアップし、スナップシ
ョットも撮りやすくなります。

イメージチェンジの準備はできましたか？マシーン
とともに、フォーミュラEチームが再構築されました
が、“ゼロからのスタート”というモットーに忠実に、
チームウェアも一新されました。

レプリカコレクションは、頭からつま先まで、プロフェ
ッショナルの新しいスタイルを直接ファンの皆様に
ご提供します。新しいチームウェアには、メインスポ
ンサーのHUGO BOSSとPUMAのロゴが飾られて
いますが、もちろんコレクションの製品も同様です。
レプリカコレクションのベースボールキャップとスニ
ーカーは、PUMAによって開発されました。このスニ
ーカーはレプリカではなく、ポルシェ チームのメン
バーが着用している本物のスポーツシューズです。

モータースポーツレプリカコレクション
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ニット製プルオーバー – モータースポーツレプリカ 
スタンドアップカラー付きのハーフジッパープルオーバー。 
ポルシェモータースポーツのオリジナルチームウェアに基づいた
デザイン。胸に“ Porsche Motorsport”と“Hugo Boss”ロゴのエン
ボス加工。上腕部に“Michelin”と“Mobil1”ロゴのエンボス加工。 
背中に“Hugo Boss”ロゴのエンボス加工。 

WAP1210XS–3XL0MMSR 
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ウィンタージャケット – モータースポーツレプリカ
パッド入りロングジャケット。風や天気にかかわらず暖かさを維持。耐水圧：5,000mm、透湿性：5,000g/m²/24時間。伸縮性のあるドロ
ーストリング、ベルクロファスナー、光を反射する装飾プリントディテール、ライニング付きの脱着式フード。前面に防風ストリップとベルク
ロファスナー付きのツーウェイジッパー。2つのサイドポケット、隠し胸ポケット、ジッパー付きインナーポケット。ダブルカフ、調整可能なベ
ルクロファスナー、光を反射する装飾プリントディテール付きの袖口。胸と背中に“ Porsche Motorsport”と“Hugo Boss”ロゴ。上腕部
に“Michelin”と“Mobil1”ロゴ。背中に“Hugo Boss”と大きな“ Porsche”ロゴ。 

WAP12000S–3XL0MMSR 

キャップ – フォーミュラE 
オリジナルフォーミュラE ポルシェ チームキャップ。 
ベルクロファスナーと多くのスポンサーロゴ入り 
[TAG Heuer、ABB、Vodafone、Puma]。ワンサイズ。

WAP880001OMFME 
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メンズ ポロシャツ – モータースポーツレプリカ
ピケ生地製のショートスリーブ ポロシャツ。3つボタン
で、“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ポルシェ モータース
ポーツのオリジナルチームウェアに基づいたデザイン。ショルダー
ヨークに“PORSCHE”ロゴ入り。スマートフォングリップ、サングラ
スストラップ、レース用イヤープラグで構成されるモータースポー
ツキット付。コットン95%、エラスタン5%。 

WAP43200S-3XL0L0MS  
[ブラック、ジッパー付胸ポケット], 
WAP43000S-3XL0L0MS [ホワイト] 
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レディース ポロシャツ – モータースポーツレプリカ
ピケ生地製のショートスリーブ ポロシャツ。3つボタン
で、“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ポルシェ モータース
ポーツのオリジナルチームウェアに基づいたデザイン。ショルダー
ヨークに“PORSCHE”ロゴ入り。スマートフォングリップ、サングラ
スストラップ、レース用イヤープラグで構成されるモータースポー
ツキット付。コットン95%、エラスタン5%。 

WAP434 0XS-XXL0L0MS  
[ブラック、ジッパー付胸ポケット],  
WAP431 0XS-XXL0L0MS [ホワイト] 
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ユニセックス ジャケット – モータースポーツレプリカ
スタンドアップカラーと収納可能なフードが付いたレインコート。 
ポルシェモータースポーツのオリジナルチームウェアに基づいた
デザイン。耐水圧：5,000mm、透湿性：5,000g/m²/24時間。側
面、胸部、内側にジッパー付サイドポケット。スマートフォングリッ
プ、サングラスストラップ、レース用イヤープラグで構成されるモ
ータースポーツキット付。ポリエステル100%。ブラック/ホワイト。 

WAP4380XS-3XL0L0MS 

 

レディース ソフトシェルジャケット –  
モータースポーツレプリカ
スタンドアップカラー、ジッパー付サイドポケット、フリースインナ
ー、袖口アジャスターが付いたソフトシェルジャケット。ポルシェ モ
ータースポーツのオリジナルチームウェアに基づいたデザイン。耐
水圧：5,000mm、透湿性：5,000g/m²/24時間。ジッパー付サイド
ポケット。スマートフォングリップ、サングラスストラップ、レース用
イヤープラグで構成されるモータースポーツキット付。ポリエステ
ル100%。ブラック/ホワイト。

WAP4360XS-XXL0L0MS 

メンズ ソフトシェルジャケット –  
モータースポーツレプリカ
スタンドアップカラー、ジッパー付サイドポケット、フリースインナー
が付いたソフトシェルジャケット。ポルシェ モータースポーツのオ
リジナルチームウェアに基づいたデザイン。耐水圧：5,000mm、透
湿性：5,000g/m²/24時間。ジッパー付サイドポケット。スマートフ
ォングリップ、サングラスストラップ、レース用イヤープラグで構成
されるモータースポーツキット付。ポリエステル100%。ブラック/
ホワイト。

WAP43500S-3XL0L0MS 
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ベースボールキャップ – モータースポーツレプリカ
ベルクロファスナー付のベースボールキャップ。ポルシェ モータ
ースポーツチームのオリジナルウェアに基づいてデザインさ
れ、“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴと、PUMAのロゴ入り。
ポリエステル100%。ホワイト。

WAP430001 0L0MS 

ユニセックス スニーカー – モータースポーツレプリカ
ポルシェ モータースポーツチームのオリジナルトレーナー。  
軽量化と通気性確保のための上部メッシュ構造がワンピースで、
シームレスに編まれています。特殊なインナーシューズ構造を持つ
ブーティフィット構造により、足にぴったりとフィットし、快適性を確
保。2層構造のミッドソールに一体化されたエンジニアードスタビ
リティゾーンが、優れた安定性と効率的なクッション性を発揮。 
一歩一歩にエネルギーを送り返します。インソールは抗菌性と通気
性を備えたEcoOrthoLite®製。 ラバー50%、ポリエステル30%、 
ポリウレタン20%.ブラック。

WAP43938-470L0MS 

ユニセックス ソフトシェルジレ –  
モータースポーツレプリカ
スタンドアップカラー、ジッパー付サイドポケット、フリースインナー
が付いたソフトシェルジレ。ポルシェ モータースポーツのオリジナ
ルチームウェアに基づいたデザイン。耐水圧：5,000mm、 
透湿性：5,000g/m²/24時間。ジッパー付サイドポケット。 
スマートフォングリップ、サングラスストラップ、レース用イヤープラ
グで構成されるモータースポーツキット付。 ポリエステル100%。 
ブラック/ホワイト。

WAP4370XS-3XL0L0MS 
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スポーティなTシャツ、スウェットシャツ、ジャケット、ア
クセサリーはシンプルなデザインで、12の開催都市の
レースコースを離れても、そのままカジュアルに着る
ことがきます。特徴的な黒と赤、白のカラーリングの
組み合わせがスタイリッシュなルックスを演出。たく
さんのモータースポーツファンが集まる場所でも、着
る人をひときわ印象づけます。新しいコレクションに
は、お気に入りのチームやドライバーの応援や祝福
に欠かせないフラッグもご用意しています。 

2019年12月、“E”という頭文字に、エモーションとい
う言葉のほかに新たな定義が加わります。それはフ
ォーミュラEです。最も革新的なモータースポーツシ
リーズが、ポルシェにその秀でた能力を示すのにま
さに相応しい環境を提供します。そして、ポルシェ ド
ライバーズセレクションから新しいファンウェアも登
場します。私たちはチームを最大限にサポートしたい
と考えています。内燃エンジンでも、Eパフォーマンス
でも、モータースポーツはチームスポーツだからです。

モータースポーツファンウェアコレクション
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メンズ ポロシャツ – モータースポーツファンフェア
ジャージー生地製のポロシャツ。3つボタンで、“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ショルダーヨークに赤いパイピング入り。コットン95%、エラスタン5%。 

WAP80100S-3XL0LFMS [ホワイト], 
WAP80200S-3XL0LFMS [ブラック], 
WAP80300S-3XL0LFMS [グレー] 
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レディース ポロシャツ – モータースポーツファンフェア
ジャージー生地製のポロシャツ。3つボタンで、“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。垂直に配されたトーナルの“PORSCHE”ロゴ入り。コットン95%、エラスタン5%。 

WAP8040XS-XXL0LFMS [レッド], 
WAP8050XS-XXL0LFMS [グレー], 
WAP8060XS-XXL0LFMS [ブラック] 
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メンズ Tシャツ – モータースポーツファンウェア
ジャージー生地製のショートスリーブのTシャツ。PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ショルダーヨークにトーナルの“PORSCHE”ロゴ入り。コットン100%。

WAP80700S-3XL0LFMS [ホワイト], 
WAP80800S-3XL0LFMS [ブラック], 
WAP80900S-3XL0LFMS [グレー] 

81モータースポーツファンウェアコレクション

 
 

レディース Tシャツ – モータースポーツファンウェア
ジャージー生地製のショートスリーブTシャツ。3つボタンで、“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。垂直に配されたトーナルの“PORSCHE”ロゴ入り。コットン95%、エラスタン5%。 

WAP8100XS-XXL0LFMS[レッド], 
WAP8110XS-XXL0LFMS [グレー], 
WAP8120XS-XXL0LFMS [ブラック] 
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メンズ スウェットジャケット – モータースポーツファンウェ
ア
“PORSCHE MOTORSPORT”ロゴ入りのスウェットジャケット。 
2つのサイドスリップポケット付、ショルダーヨークにトーナルの 
“PORSCHE”ロゴ入り、上腕に“PORSCHE”ロゴ入りのボタン付。 
コットン70%、ポリエステル30%。ブラック。

WAP81400S-3XL0LFMS 
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ストラップ – モータースポーツファンウェア
“PORSCHE”ロゴ入り、安全分離クリップ付のストラップ。 
“PORSCHE MOTORSPORT”ロゴ入りの脱着式キーリング。 
ポリエステル80%、プラスチック10%、メタル10%。ブラック。

WAP0500030LFMS 

レーザーキーリング – モータースポーツファンウェア
ステンレススチール製のキーリング。 
“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴがレーザー加工されていま
す。亜鉛合金90%、メタル10%。シルバーカラー。

WAP0500060LFMS [レーザー加工のトーナルロゴ], 
WAP0500050LFMS [カラーロゴ、プリントおよび光沢] 

ベースボールキャップ – モータースポーツファンウェア
パーフォレーション加工された5面縫製のベースボールキャップ。スナップバックファスナー付、“PORSCHE”ロゴ入り。後面中央には“PORSCHE”ロゴ入りのボタン付。ポリエステル100%。

WAP8000010LFMS [ブラック], 
WAP8000020LFMS [レッド], 
WAP8000030LFMS [ホワイト] 

モータースポーツファンウェアコレクション
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バックパック – モータースポーツファンウェア
ノートPCスライドインコンパートメント付バックパック。フロントコン
パートメントにジッパー付ポケット、サイドに広々としたメッシュポケ
ットが備わります。ストラップと背面にパッド入り。 
“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ポリエステル100%。ブ
ラック。

WAP0350030LFMS 

スポーツバッグ – モータースポーツファンウェア
大型のメインコンパートメントと独立したシューズコンパートメントを備えたスポーツバッグ。パッド入りショルダーストラップ付。 
“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ポリエステル100%。ブラック。

WAP0350020LFMS 

プルバッグ – モータースポーツファンウェア
クラシックなジムバッグデザイン、引きひもショルダーストラップ付の
軽量リュックサック。外側にジッパー付ポケットが備わり、“PORSCHE 
MOTORSPORT”のロゴ入り。ポリエステル100%。ブラック。

WAP0350010LFMS 

フラッグ – モータースポーツファンウェア
“PORSCHE MOTORSPORT”ロゴ入りのファンフラッグ。 
サイズ：90 × 60cm。ポリエステル100%。ブラック。ドイツ製。

WAP0500070LFMS 
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ヘリテージ コレクションは、このポルシェのスペシャ
ルエディションをベースとしています。そして、1950
年代といっても、ペチコート、シースドレス、ブルージ
ーンズ、レザージャケットだけでなく、それ以外にも多
くのものが存在したことを示しています。ゴージャス
なカラーとゴールドのアクセントをまとうことで、日
常生活にレトロな雰囲気をもたらします。同時に、現
代的なひねりを加えながら。

トレンドは移ろいゆくが、 スタイルは変わらない。こ
のことは、ニュー911 タルガ 4S ヘリテージデザイン 
エディションによっても証明されています。このモデ
ルはポルシェ ブランドのルーツに対して敬意を表し
つつ、歴史あるデザイン上のディテールを数多く取り
入れることで、スポーツカーの歴史の一部を現代の
路上によみがえらせています。

ヘリテージコレクション 

 



メンズ ポロシャツ – ヘリテージ
メンズ ポロシャツ。ボルドーレッドとブルーのツートーンピケ生地で
虹色がかった色合い。3つボ タン。胸とネックにゴールドカラー
で Porscheのステッチ入り。裾部分に Porsche Heritageのラベル。
コットン50%、ポリエステル50%。

WAP32000S–3XL0LHRT 

レディース ポロシャツ – ヘリテージ
レディースポロシャツ。ボルドーレッドとブルーのツートーンピケ生
地で虹色がかった色合い。襟付のフェミニンなVネックが特徴。胸と
ネックにゴールドカラーで Porscheのステッ チ入り。裾部分
に Porsche Heritageのラベル。コットン50%、ポリエステル50%。

WAP3210XS–XXL0LHRT 

コレクターズ Tシャツ。コレクションNo. 19、ユニセックス – 
リミテッドエディション – ヘリテージ 
1950年代と911タルガ4S ヘリテージデザインエ ディションへの賛
辞を表した プリントデザインのコレクターズシャツ。同じプリントデ 
ザインの専用メタルボックス入り。プリントの説明入りポストカード
付。非常にソフトな着心地 のTシャツ。コットン100%。ダークグレー。

WAP3250XS–3XL0LHRT 

ヘリテージコレクション88

 
 

メンズ ジャケット – ヘリテージ
薄手のパッド入りボンバージャケット。2つのパッチポケット付、ベー
スボールスタイルの襟。上腕部にポケット、ジッパー付きインナーポケ
ット。ボルドーレッ ド、ゴールドカラー、ブラックのディテール付き。胸
とネックにゴールドカラーで Porscheのステッチ入り。 Porsche 
Heritageラベル付き。ポリエステル、ライニング：ナイロン100%。ボ
ルドーレッド。 オプション：内ポケットに取り付け可能なレザー製カ
ードホルダー。レザー100%。

WAP322 00S–3XL0LHRT 

レディース ジャケット – ヘリテージ
スポーティシックな薄手のパッド入りボンバージャケット。2つのパ
ッチポケット付、ベースボールスタイルの襟。上腕部にポケット、ジ
ッパー付きインナーポケット。ボルドーレッド、ゴールドカラー、ブラ
ックのディテール付き。胸とネックにゴールドカラーで Porscheのス
テッチ入り。 Porsche Heritageラベル付き。表地とパッド： 
ポリエステル、ライニング：ナイロン100%。ベージュ。オプション： 
内ポケッ トに取り付け可能なレザー製カードホルダー。

WAP3230XS–XXL0LHRT 
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ウィークエンダー – ヘリテージ
キャンバス地のウィークエンダ ーバッグ。911タルガ4S ヘリテー
ジデザインエディションにインスパイアされたモダンなデザイン。
ポルシェロ ゴとアクセントはゴールドカラー。上質なレザー製の
ストラップと調節式ショルダーストラップ付。ジッパー付 インナー
コンパートメント。シューズ、シャツ、アクセサリー用の3つの独立
したインナーポケット。リネン35%、 コットン40%、牛革25%。 
カラー：アンスラサイト。

WAP0350110LHRT 

レディース ウォレット – ヘリテージ
上質な牛革製ウォレット。ポルシェ ロゴのエンボス加工、ジッパー
付。ジッパー式の大型コインポケッ ト、各種仕切り付。札入れは2つ
の仕切り付き。ヨーロッパ製。牛革60%、ポリエステル30%、マイク
ロファイバー10%。アスファルトグレーにボルドーレッドのディテール。 

WAP0300340LHRT 

ヘリテージコレクション90

サングラスP´8508 – ヘリテージ
レトロスタイルを現代的に解釈。ポルシェデザインのパイロットサン
グラス。テンプルはウルトラフレキシブル。ステンレススチール製。レ
ンズとテンプルに「ポルシェデザイン」のロゴ付き。 
ゴールドカラー/ボルドーレッド。イタリア製。

WAP0785080LHRT 

 
 

メンズ ウォレット – ヘリテージ
上質な牛革製ウォレット。ポルシェ ロゴのエ ンボス加工。コインポ
ケット、各種仕切り付。仕切り付き札入れ。ヨーロッパ製。牛革60%
、ポリエステル30%、マイクロファイバー10%。アスファルトグレー
にボルドーレッドのディテール。 

WAP0300350LHRT 

クレジットカードケース – ヘリテージ
上質な牛革製クレジットカードケー ス。ポルシェ ロゴのエンボス
加工。クレジットカードを8枚収納可能、追加の仕切り付。仕切り付
き札入れ。ヨ ーロッパ製。牛革60%、ポリエステル30%、マイクロフ
ァイバー10%。アスファルトグレーにボルドーレッドの ディテール。 

WAP0300360LHRT 

クレスト キーリング – ヘリテージ
本革製。すべてのポルシェ車の キーにマッチ。ギフトパッケージ入
り。ドイツ製。リング：真鍮製。ベージュ、ゴールドカラー。

WAP0500900LHRT 
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93917ザルツブルクコレクション

でなく、そのスポーティで現代的なデザインは誰にと
っても何かを訴えかけます – 年齢にかかわらず。生
ける伝説に魅了されていることを、はっきりと示して
ください – そして、きっぱりとした態度を取ってくだ
さい。日常生活でも、自由な時間でも、路上でも、自宅
でも。 

本気を見せてください。ただし、誰に対してもではな
く、ル・マンであらゆる困難を乗り越えてポルシェ初
の勝利をもたらした、ナンバー23のポルシェ917に対
してです。 

917ザルツブルクコレクションは、この伝説のレース
での勝利に敬意を表します。このモデルはレッドとホ
ワイトの塗装やスタートナンバーを連想させるだけ

917ザルツブルクコレクション 



メンズ ポロシャツ – 917ザルツブルク
胸に‘PORSCHE’のプリ ントが施された3つボタンのショートスリ
ーブポロシャツ。袖に“23”の デコラティブステッチ。背中
に‘PORSCHE’と‘917’のプリント。ピケ生地。コットン100%。 
レッド/ホワイト/ブラック。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP46200S–3XL0MSZG 

メンズ Tシャツ – 917ザルツブルク
胸と背中 に“PORSCHE”ロゴが入ったメンズ ショートスリーブTシ
ャツ。 背中に“917”のプリント。右袖に“23”のデコラティブステッ
チ。 コットン100%。レッド/ホワイト/ブラック。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP46000S–3XL0MSZG 

サングラスP´8642 – 917ザルツブルク
917ザルツブルクコレクションのカラーリングを施したモダン でタイ
ムレスな Porsche Designのサングラス。ステンレススチール製。レ 
ッド/ホワイト。レンズとテンプルに“ Porsche Design”のロゴ入り。
レン ズ：シルバーミラー。イタリア製。

WAP0786420M917 
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ピュアウォッチ – リミテッドエディション –  
917ザルツブルク
1,917個限定生産。スイス製の部品をムーブメントに組み込んだアナ
ログ式3針ウォッチ。5気圧防水。ステンレススチール製、ブラック
PVDコーティング。片面反射防止加工を施したミネラルガラス。おな
じみのホワイトのレーシング「ロリポップ」とブラックのスタートナン
バー23をあしらったレッドのメタルダイヤル。9時位置にポルシェ
917のロゴ、6時位置に日付表示を配置。ブラック/アンスラサイトの
ファブリックストラップ。PVDコーティングを施したステンレススチー
ル製バックル、「PORSCHE」ロゴをエングレービング。2つのスプリン
グピン付きストラップアセンブリ。Design by Studio F. A.  Porsche。
上質なパッケージ入り。直径：42mm。 ドイツ製。 

WAP0700030M917 

キッズ ポロ – 917ザルツブルク
胸に‘PORSCHE’のプリント が施された3つボタンのショートスリ
ーブポロシャツ。袖に“23”のバ ッジ付。背中に‘PORSCHE’と‘917’
のプリント。ピケ生地。コットン100%。レッド/ホワイト/ブラック。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP463098-1640MSZG 

95917ザルツブルクコレクション

バッグ – 917ザルツブルク
ポルシェ917ザルツブルクからインスピレーションを得た、プリント
デザイン付きのスポーティなバッグであり、ヘルメットが余裕で入
ります。ヘルメットバッグはヘルメットを傷から守るためにデザイン
されたもので、1950年代のハードシェルヘルメットと平行して開発
されました。カラビナを使用すると、バッグを開いたまま掛けること
がでるため、ヘルメットに対しての通気性を確保できます。2つのパ
ッチポケットとジッパー付インナーポケット付き。ショルダーストラッ
プとハンドルは脱着式。撥水加工。耐久性に優れたナイロン素材：
ポリアミド100%。サイズ：約46 × 48cm。ユニセックス。レッド/ホ
ワイト/ブラック。

WAP0354600MSZG 



キッズ パーカー – 917ザルツブルク
キッズ パーカ ー。“917”のアップリケとホワイトの“PORSCHE”プ
リント入り。 コットン60%、ポリエステル40%のソフトなスウェット
素材。 ユニセックス。グレーメランジ。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP464098-1640MSZG 

キッズ キャップ – 917ザルツブルク
スタイ リッシュなキッズ ベースボールキャップ。前面にポルシェ
917ザルツブルクのロ ゴのプリント入り。バイザー上面はポルシェ
917ザルツブルクにインスパイアされたホワイトプリントデザイン。
側面に“23”と“917”のナンバーのプリント。ブラックの面ファスナー
で自由にサイズを調節可能。素材：コットン100%。グレーメラ ン
ジ/ブラック/レッド

WAP4600010MSZG 

917ザルツブルクコレクション96

キッズ Tシャツ – 917ザルツブルク
“917”のアップリケとホワイトの“PORSCHE”プリント入りキッズ 
ショートスリー ブTシャツ。ソフトなジャージー素材：コットン50%
、ポリエステル50%。ユニセッ クス。グレーメランジ。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP461098-1640MSZG 

 
 

ベビーセット – 917ザルツブルク
ギフトパッケージ入りベビーセット。ポルシェ917ザルツブルクモ 
チーフのデザイン。アップリケ付きのビブ、Tシャツ、ズボンのセット。
ワンサイズのみ [62/68]。ソフトなジ ャージー素材：ポリエステル
62%、コットン35%、エラスタン3%。グレーメランジ/ブラック/レッド。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP4650020MSZG 

コレクターズエスプレッソカップNo. 3 – リミテッドエディシ
ョン – 917ザルツブルク
5,000個限定生産。917ザルツブルクの50周年を記念したエスプレッ
ソカップとソーサー2客セット。ポルシェクレストをイメージしたポルシ
ェ専用のデザイン。Design by Studio F. A.  Porsche。 
1970年のル・マン24時間で総合優勝を果たしたスタートナンバー
23の車両のカラーリングがモチーフ。レッド/ブラック/ホワイト – 
オリジナルのレーシングカラー。上質なギフトパッケージ入り。 
食洗機対応。ドイツ製。

WAP0506050M917 

コレクターズマグ No. 3 – リミテッドエディション –  
917ザルツブルク
コレクターズマグNo.3、917ザルツブルク50周年記念。磁器製。 
10,000個限定生産。ポルシェクレストをイメージしたポルシェ専用
のデザイン。Design by Studio F. A.  Porsche。1970年のル・マン24
時間で総合優勝を果たしたスートナンバー23の車両のカラーリン
グがモチーフ。レッド/ブラック/ホワイト – オリジナルのレーシング
カラー。上質なギフトパッケージ入り。食洗機対応。ドイツ製。

WAP0506040M917 

97917ザルツブルクコレクション



    

グリルバッジ – 917ザルツブルク
直径：95mm。亜鉛95%、アクリルワニス5%。固定具（スクリュー） 
付き。レッド/ホワイト – モチーフとなったモデルと同じ。 
ドイツ製。

WAP0509170MSZG 
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917 Salzburg – 1 : 43
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/ 43。 

WAP0209400M917 

917 Salzburg – 1 : 18
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/18。

WAP0219400M917 

スナップオンケース – iPhone用 – 917ザルツブルク
スタートナンバー23の917ザルツブルクのデザインをモチーフに
したiPhone用ケース。音量ボタン、カメラ、スピーカー、 
マイク用の穴付き。レッド/ホワイト。ポリカーボネート100%。

iPhone 11 [WAP0300080L917],  
iPhone 11 Pro [WAP0300020L917],  
iPhone 11 Pro Max [WAP0300050L917] 

99917ザルツブルクコレクション

ポルシェ シートバレル – 917ザルツブルク
由緒正しいカラーリングが魅力のシートバレル。917ザルツブルク
のデザインがモチーフ。座面パッド付き。屋内外の使用に対応。 
高さ約60cm。ドイツ製。 

WAP0501010MSFS 

917ザルツブルクコレクション

911ザルツブルクボンネット 
オリジナルのポルシェクレストが付いた、歴史に残るポルシェ 
911 [G Series]の純正ボンネット。レッド。伝説的な917ザルツブルク
カラースタイルの高品質デコレーション付き。マグネット。壁掛け用
のマウントとドリルテンプレートが付属。サイズ：約120 × 130cm。 
重量：約15kg。受注生産品。

WAP0503010MSFB 
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飽くなき追求、スポーティ、パワフル、本質重視。これ
らの言葉が言い表しているのが、GTシルバーメタリ
ックのニュー911ターボSと、それにインスパイアされ
て生まれた新しいターボ コレクションです。このコレ
クションには、このモデルの持つスポーティなエレガ
ンスと凝縮されたパワーが反映されています。ミニマ
ルな色使いとディテールへのこだわりが絶妙のバラ
ンスを醸し出すとともに、“turbo”ロゴが強調されて
います。

ターボ コレクション 
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ユニセックス スウェットシャツ – ターボ
“turbo”ロゴ付クルーネックスウェットシャツ。フロントに向かうサイ
ドシームがV字型を描き、胸の下のシームで分けられたデザイン。
胸には光を反射する“turbo”と“PORSCHE”ロゴの装飾プリント。コ
ットン75%、ポリエステル21%、エラスタン4%。ダークブルー。

WAP2180XS-3XL0LTRB 



ユニセックス ジャケット – ターボ
機能的なジャケット。フロントとフードに、ポルシェ911ターボSにインスパイアされたカラーグラデーションが施されています。すべての縫い目はボンド処理済み。耐水圧：5,000mm、透湿性： 
5,000g/m²/24時間。そのため、このジャケットは防風性と防水性に優れています。胸には光を反射する“turbo”と“PORSCHE”ロゴの装飾プリント。2つのサイドポケットが備わります。胸ポケットとインナーポケ
ット付。インナーポケットにはヘッドフォン用の開口部が備わります。サイドシームにはベンチレーションスリット付。シームとサイドヘムの半分に、伸縮性のあるカフが付いています。フードの内部に引き紐のスト
ッパー付。裏地なし。ナイロン100%。ダークブルー。

WAP2170XS-3XL0LTRB 
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クラシッククロノグラフ – ターボ
ロンダ製4石ムーブメントを搭載したクラシックなクロノグラフ。シル
バーカラーのメタルダイヤルに青と赤でディテールが施され、 
“turbo”ロゴがプラスされています。サファイヤクリスタル、片面に
反射防止コーティング。ステンレススチール製ケースは繊細なサテ
ン仕上げ。防水最大10気圧。チューブとクラウンはねじ込み式で、
ポリッシュ仕上げ。ナイトブルーのファブリック製ストラップは長さ
調節付。ストラップ幅：22mm。ステンレススチール製バックル
は、“PORSCHE”ロゴの刻印入り。Design by Studio F. A.  Porsche。
高級化粧箱入り。厚み：12mm。直径：44mm。スイス製。

WAP0700880LCLC 

911ターボS カブリオレ 992
GTシルバーメタリック。インテリア：ブラック/レッド。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0201790K 

ユニセックス スリッパ – ターボ
ストラップは“turbo”のエンボス加工とシルバーカラー
の“PORSCHE”ロゴで飾られ、メッシュの裏地が付いています。フッ
トベッド部はプリフォーム加工。軽くて快適な履き心地。旅行やス
ポーツ、リラクゼーションに最適。サイズ：36-47。表面素材： 
ポリウレタン100%。裏地：ポリエステル100%。ソール：エチレン酢
酸ビニル100%。ダークブルー。

WAP215036-0470LTRB 

105ターボ コレクション
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たとえば、箱入りのソックスセットには、そのデザインパ
ターンがあしらわれているだけでなく、コレクションの
モチーフとなったモデルと同様、革新的な印刷技術に
よる驚くような処理も施されています。 

他の人とは異なることに挑戦する勇気。それはいつ
も内から湧き出てくるもの。そのことを証明している
のが、# Porsche コレクションの新作です。トランスア
クスルモデルにインスパイアされたこのコレクション
は、1970年代と1980年代のスタイルを現代に呼び
起こします。 

924、928、944、968。ポルシェのトランスアクスルモ
デルはどのモデルも異なることに挑戦する勇気を示
し、その大胆な外観で注目を集めました。 
この新しい# Porsche コレクションは、印象的な 
「パスチャ」やカラフルな「タータン」などに代表され
るカラーと模様をインテリアに採用し、 
その魅力を現代に甦らせました。

トランスアクスルコレクション

 



メンズ Tシャツ – トランスアクスルコレクション
ショートスリーブTシャツ。胸に3Dプリントされたデザインは、見る
角度によって2つの異なるモチーフが見えます。コットン100%。ボ
ルドーレッド。

WAP44000S–3XL0L924 
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メンズ スウェットジャケット – トランスアクスルコレクション
ベースボールスタイルの襟と、2つのサイドポケットが付いたスウェ
ットジャケット。上腕部は、ライトグレー/ダークブルーの2トーンの
リブ付き構造。背面に3Dプリントされたデザインは、見る角度によ
って2つの異なるモチーフが見えます。コットン70%、ポリエステル
24%、エラスタン6%。ダークブルー。

WAP44200S–3XL0L924 



ユニセックス ベースボールキャップ –  
トランスアクスルコレクション
5面縫製のベースボールキャップ。前面にはHDプリントと 
“PORSCHE”ロゴ付。側面にナンバー924の刺繍。ツバの下面に
は、ポルシェ924の内装にインスパイアされたデザインをプリント。
調節式のファブリック製バックストラップと、“PORSCHE” 
ロゴ入りの金属製バックル付。ワンサイズ。ユニセックス。ダークブ
ルー。コットン60%、ポリエステル40%。ダークブルー。

WAP4400010L924 
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ソックス4足セット箱入り、ユニセックス –  
トランスアクスルコレクション
ポルシェのトランスアクスルモデル、924、928、944、968 にインス
パイアされたソックス4足セットの箱入り。デザインはピンストライプ、 
タータン、パスチャ、ヘリンボーン。 足に優しく、ソフトにフィットし
ます。圧迫感の少ない、ハンドリンク縫製。サイズ：36/38–48/50。
コットン100%。 ブラック/ブルー/ボルドーレッド/グレー。

WAP445038-0500L924 
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ストラップ – トランスアクスルコレクション
ポルシェ928のファンベルトをモチーフにしたデザインのストラッ
プ。“PORSCHE”ロゴとオリジナルのパーツナンバーをプリント。カ
ラビナ、キーリング、安全留め金付。ストラップ：ポリエステル100%。
金属製カラビナ、プラスチック製留め具付。ブラック/ホワイト。

WAP4200030KHTP 
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ベースボールキャップ – トランスアクスルコレクション
“928”の3Dロゴと、バイザー下面のピンストライプデザイン。後部
パネルはメッシュ製。“PORSCHE”ロゴがエンボス加工されたスナ
ップバックファスナー。素材（バイザー/フロント）： 
コットン60%、ポリエステル40%。素材（サイドパネル/バック） 
ポリエステル100%。ブラック/ホワイト。

WAP4200020KHTP 

スウェットジャケット – トランスアクスルコレクション
ツイル風のスウェットジャケット。モダンなクラシック、ポルシェ 
928に対する賛辞を表したデザイン。シャツカラー、スナップボタ
ン、サイドポケット2つ、インナーポケット1つ。左胸に 
“PORSCHE”ロゴ入り。腕を飾るバンドの部分には、928のファン
ベルトのパーツナンバーがエンボス加工されています。ポリエステ
ル79%、コットン18%、エラスタン3%。杢グレー。 

WAP4240XS–3XL0KHTP 

トランスアクスルコレクショントランスアクスルコレクション 

ソックスセット – トランスアクスルコレクション
2種類のファインニットソックスのダブルパック。ユニデザイン [写真左] と、チェッカー柄 [写真右]。どちらも“PORSCHE”ロゴ付。 
チェッカー柄のデザインは1982年のポルシェ944のインテリアにインスパイアされたもの。ユニセックス。綿88%、ポリアミド10%、 
エラスティン2%。ブラック/ホワイト/レッド。 

WAP423638-48500K 

ベースボールキャップ – トランスアクスルコレクション
クラシックな6面縫製のベースボールキャップ。“944”ロゴの刺繍、
ツバの下面にチェッカー模様入り。綿100%。グレー/ 
レッド。 

WAP4200010K 
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このセレクションのベーシックなファッションアイテム
はさまざまな着こなしに活躍。さりげないアクセント
が、あなたのスポーツカーへの情熱を映し出します。

スポーティな仕立て、インテリジェントなディテール、
高品質の素材、そして入念な技巧により作られてい
る Porsche Driver’s Selectionのウェアは、その魅力
から普段使いでも手放せなくなります。エレガントに
表現されたポルシェ クレストや繊細に刺繍された 
“PORSCHE”ロゴが、さりげなく個性を主張し、 
ファッションを引き立てます。

エッセンシャルコレクション
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レディースTシャツ – ポルシェクレスト
ポルシェ クレストはブラックのラインストーンで縁取り。  
コットン95%、エラスタン5%。ブラック。

WAP7970XS–XXL0E 

メンズ クレストTシャツ
スポーティなショートスリーブのTシャツ。胸に艶消しのトーナルプ
リントで大きなポルシェ クレストがあしらわれています。コットン
100%。ブラック。

WAP82100S–3XL0K 

メンズポロシャツ クレスト
サイドスリットが入り、後ろ側が少し長いスタイルのピケポロシャツ
です。ボタンに“PORSCHE”ロゴ入り。胸に高品質のポルシェ クレ
ストの刺繍入り。コットン100%。

WAP59100S–3XL0B [ホワイト],  
WAP59200S–3XL0B [ ブラック] 
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レディース ロゴTシャツ
スポーティでエレガントなTシャツ。女性向けの緩やかに大きく開
いたラウンドネックが特徴。胸にシルバーの“PORSCHE”ロゴ光沢
プリント付き。コットン95%、エラスタン5%。ホワイト/シルバー。 

WAP8250XS–XXL0K 

レディース クレストTシャツ
スポーティでエレガントなTシャツ。女性向けの緩やかに大きく開
いたラウンドネックが特徴。前面にローズゴールド色のポルシェ ク
レスト光沢プリント付き。コットン95%、エラスタン5%。ホワイト/
ローズゴールド。 

WAP8220XS–XXL0K 

ベースボールキャップ
前面にブラックのポルシェ クレスト（ラバーバッジ）を飾り、バイザ
ーの下面がレッドで彩られたベースボールキャップ。クリップファス
ナーには“PORSCHE”のロゴ入り。表地素材：ポリアミド69%、ポリ
エステル31%。裏地：コットン100%。ブラック/レッド。 
 
* 供給終了になります。

WAP4900100J 



メンズTシャツ ターボ
スポーティなショートスリーブのTシャツ。大きな“turbo”3Dロゴが
付き、胸に小さな“PORSCHE”ロゴがプリントされています。綿50%
、エラスタン50%。グレー。

WAP82400S–3XL0K 
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ポルシェ クレスト キャップ
コットン100%。高品質のポルシェ クレストの刺繍付。アジャスタ
ブルサイズ。ホワイト。

WAP0800040C 

ポルシェ クレスト キャップ
コットン100%。高品質のポルシェ クレストの刺繍付。アジャスタ
ブルサイズ。ブラック。

WAP0800050C 
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メンズ ターボ パーカー
大きな“turbo”3Dロゴがエンボス加工され、胸に小さ
な“PORSCHE”ロゴがプリントされたパーカー。サイドスリットが
2つ付いた重ねポケット。ソフトで快適なスウェットシャツ素材。ポ
リエステル72%、綿23%、エラスタン5%。ブラック。

WAP51800S–3XL0K 

メンズTシャツ ターボ
スポーティなショートスリーブのTシャツ。大きな“turbo”3Dロゴが
付き、胸に小さな“PORSCHE”ロゴがプリントされています。綿
100%。ブラック。 

WAP82300S–3XL0K 

メンズ ボンバージャケット
ベースボールスタイルの襟と、2つのサイドポケット、スナップ留めの
インナーポケットが付いたモダンなボンバージャケット。 
袖口は伸縮素材でリブ付。左胸に“PORSCHE”ロゴ、左上腕にポル
シェ クレストのラバーバッジ付。ポリエステル100%。 
ブラック。

WAP67600S–3XL0K 



レディースポロシャツ
“Cool & Dry”機能付ポロシャツ。抗菌仕様。細い襟開きとボタン３
個。左の上腕に“PORSCHE” ロゴ[ラバーバッジ]。ブラックの裏地
にホワイトの“PORSCHE” ブランディングロゴ付。ポリアミド95%、
エラスティン5%。レッド。

WAP4940XS–XXL0J 

メンズポロシャツ
“Cool & Dry”機能付ポロシャツ。抗菌仕様。細い襟開きとボタン３
個。左の上腕に“PORSCHE” ロゴ[ラバーバッジ]。ブラックの裏地
にホワイトの“PORSCHE” ブランディングロゴ付。ポリアミド95%、
エラスティン5%。ブラック。

WAP49300S–3XL0J 
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ターボベースボールキャップ
5面縫製で裏地付きのキャップ。“turbo”ロゴのエンボス加工付き。
“PORSCHE”ロゴ付きの留め金。表面素材：ポリエステル97%、
エラスタン3%。裏地：コットン100%。ブラック。

WAP8200010K 

121エッセンシャルコレクション

メンズポロシャツ
胸元に刺繍“PORSCHE”ブランディングロゴが入ったピケポロ。袖口はリブ。綿100%。

WAP75000S–3XL0B [ブラック], 
WAP751 00S–3XL0B [ホワイト], 
WAP90900S–3XL0B [レッド] 
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レディースポロシャツ
胸に“PORSCHE”ロゴが刺繍されたピケポロシャツ。袖折り返しタ
イプ。コットン96%、エラスタン4%。ブラック。

WAP7450XS–XXL0B 

 

メンズソフトシェルジャケット
撥水性と透湿性[耐水圧8,000mm、透湿量8,000g/m²/24h]。サ
イドにスリットポケット2 個、ジッパー付胸ポケット。左の上腕にポ
ルシェクレスト。コード付フード。ポリエステル94%、 
エラスティン6% 。ブラック。

WAP51600S–3XL0H 

ベースボールキャップ 
ポリエステル100%。アジャスタブルサイズ。ブラック。

WAP0800020C 
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帽子とスカーフのセット。
反射仕様の“PORSCHE”ラベルが付いたニット製の帽子とスカー
フのセット。メリノウール50%、アクリル50%。ギフトパッケージ入り。
ダークグレー。

WAP9400010K 

ポルシェ マルチファンクションクロス 
さまざまな用途に使える継ぎ目のないインフィニティスカーフ。縁にクレストラベルをあしらったポルシェプリント。 
クールマックスファブリック製。ポリエステル100%。フリーサイズ：25 × 50cm。

WAP7270010MPOR 

エッセンシャルコレクション



2-in-1レディースジャケット
スポーティな多目的レディースジャケット、ベストは取り外し可能。
レッドのインライナー、アップリケポケット2個、ジッパー付きの腰
と胸の内ポケット付。左の上腕にシリコン製のブラックのポルシェ
ポケット。レッドまたはブラックに変えて着用できるベスト、差し込
みポケット2個付。ベストはポケットに収納可能なので、小さくして
持ち歩くのに便利。ジャケットはポリアミド100%。ベストはナイロ
ン100%。ブラック/レッド。 

WAP4920XS–XXL0J

2-in-1メンズジャケット
スポーティな多目的メンズジャケット、取り出し可能なベスト付。レッドのインライナー、アップリケポケット2個、ジッパー付きの腰と胸の内
ポケット付。左の上腕にシリコン製のブラックのポルシェクレスト。リバーシブルベスト、レッドまたはブラックで着こなし可能、ポケット２個。
ベストはそのポケットに収納でき、圧縮して別に持ち歩くことができ最適。ジャケットはポリエステル100%。ベストはナイロン100%。ブラッ
ク/レッド。 

WAP49100S–3XL0J
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メンズスエットジャケット
ナイロンアップリケと立襟付のスポーティなスエットジャケット。サイ
ドにスリットポケット2個、ジッパー付胸ポケット。左上腕にポルシ
ェクレスト。綿92%、エラスティン8%。アップリケ： 
ポリエステル100%。ブラック。 

WAP51700S–3XL0H
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レディースナイロンスエットジャケット
ラパルカラー付きの軽いジャケット。ナイロン部分はキルティング
でソフトなパッド入り。サイドと袖にスエット地のアップリケを使用
しているので体にフィットし、最高の着心地。サイドにスナップ付き
スリットポケット2個。前面にスナップ。左の上腕にポルシェクレスト
付織り込みラベル。ポリアミド100%。 
アップリケ：コットン95%、エラスタン5%。ブラック。

WAP7980XS–XXL0H
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新型タイカンと同様に、ありきたりな日常に強いアク
セントを添えるのが、タイカン コレクションのエスプ
レッソカップやコレクターズマグ、マルチパーパスケ
ースです。また、小さな木製のタイカンは、未来への冒
険の旅に出発する子どもたちにぴったりの遊び相手
です。

電撃的なスタイル100%、ポルシェらしさ100%。ポル
シェ初のオール電動スポーツカーのためのコレクシ
ョンが登場しました。このコレクションがクリアなライ
ン、考え抜かれたディテール、都会的なルックス、機能
的な装備の組み合わせによって表現しているのは、
新型タイカンの本質そのものです。すなわちインテリ
ジェントなテクノロジー、突き詰められたデザイン、刺
激的なエンスージアズムです。タイカン コレクション
のトップス、ジャケット、ラゲッジは、驚きのディテール
や革新的な機能を備え、都会のストリートに未来的
なスタイルを持ち込みます。たとえば、蛍光の装飾プ
リントが施された超軽量ジャケットは、その上に自由
にイルミネーションの絵を“描く”ことができます。 

タイカン コレクション
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メンズ Tシャツ – タイカン
ショートスリーブのTシャツ。オーバーカットと、パーフォレーション加
工されたショルダーが特徴。機能的なジャージー生地製。通気性と
速乾性に優れています。胸と背面に“PORSCHE”ロゴ入り。ポリエ
ステル92%、エラスタン8%。ブルー。

WAP60100S-3XL0LTYC 

レディース ポロシャツ – タイカン
機能的なピケ生地製のショートスリーブ ポロシャツ。通気性と速乾
性に優れています。レーザーカットされたボタンフラップ 
（ボタン3個付）。レーザーカットされた襟。襟、袖口、背面に装飾
パーフォレーション。胸と背面に“PORSCHE”ロゴ入り。 
ポリエステル100%。ホワイト/ピンク。

WAP6040XS-XXL0LTYC 

メンズ ポロシャツ – タイカン
機能的なピケ生地製のショートスリーブポロシャツ。通気性と速乾
性に優れています。レーザーカットされたボタン隠しフラップ、レー
ザーカットされた襟。襟、袖口、背面に装飾パーフォレーション。胸
と背面に“PORSCHE”ロゴ入り。ポリエステル100%。ブラック/ブ
ルー。

WAP603 00S-3XL0LTYC 
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レディースTシャツ
ルースカットのTシャツ。パーフォレーション加工されたスリーブと、
ワイドなカットアウトが特徴。機能的なジャージー生地製。通気性
と速乾性に優れています。背面にもパーフォレーション加工が施さ
れています。フロントには、“PORSCHE”ロゴ入りで透明で光沢の
ある大型のプリントが施され、背面にも 
“PORSCHE”ロゴがあしらわれています。ネックラインと袖口はレ
ーザーカットされ、接着されています。ポリエステル92%、 
エラスタン8%。ピンク。

WAP6020XS-XXL0LTYC 
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ユニセックス コレクターズTシャツ エディションNo.16 –  
リミテッドエディション – タイカン
ポルシェの魂を与えらえた初のオール電動スポーツカー、新型タイ
カンにインスパイアされたコレクターズTシャツ。同じデザインをプリ
ントした専用メタルボックス入り。車両の説明が書かれたポストカー
ド付。ソフトな着心地のTシャツ。コットン100%。ブラック/ブルー。

WAP6080XS-3XL0LTYC 
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ユニセックス超軽量ジャケット – タイカン
軽量で通気性、耐風性、耐水性を備えたフード付ジャケット。ポルシェ タイカンにインスパイアされた蛍光の全面装飾プリントが施されています。このプリントは、光を当てると暗いところで光ります。この性質を利用
して、ジャケットに自由に光の絵を“描く”ことができます。上腕の下側はメッシュ製。ボディの上部とフードはメッシュの裏地付。2つのジッパー付サイドポケットが備わります。伸縮性のある袖口。伸縮性のあるフード。
軽量ジャケットの品質。表地：ポリアミド100%。裏地：ポリエステル100%。ホワイト/ブルー。

WAP6070XS-3XL0LTYC 

タイカン コレクション
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メンズ ジャケット – タイカン
フード付、パッド入りのジャケット。耐水圧3,000mm（水が外側の
生地を通り抜けるまで、どれくらいの水圧に耐えられるかを1平方
cmあたりの水の高さで示します）、および透湿性3,000g/m²/24
時間（24時間に面積1平方mあたり、ど 
れくらいの水蒸気を透過するかを示します）。フロント面、スリーブ、
および背面の縁は、フリースインナー付のハードシェル素材で作ら
れています。フード、ショルダー、背面、およびサイドパネルはパッド
入りで、コントラストカラーで縁取られたチャンバー付。レーザーカ
ットされた、ジッパー付サイドポケットが備わります。袖口に、スナッ
プボタンが隠されたアジャスター付。胸に光を反射す
る“PORSCHE”ロゴ、袖口アジャスターのパーフォレーションなど
の装飾アクセント。ポリエステル100%。ブラック/ブルー。

WAP60500S-3XL0LTYC 
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レディース ジャケット – タイカン
フード付、パッド入りのジャケット。耐水圧：3,000mm、透湿性： 
3,000g/m²/24時間。フロント面、スリーブ、および背面の縁は、フ
リースインナー付のハードシェル素材で作られています。 
フード、ショルダー、背面、およびサイドパネルはパッド入りで、コン
トラストカラーで縁取られたチャンバー付。レーザーカットされた、
ジッパー付サイドポケットが備わります。袖口に、スナップボタンが
隠されたアジャスター付。胸に光を反射する“PORSCHE”ロゴ、袖
口アジャスターのパーフォレーションなどの装飾アクセント。ポリエ
ステル100%。ホワイト/ピンク。

WAP6060XS-XXL0LTYC 
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バックパック – タイカン
耐久性と撥水性に優れた表面素材で作られた機能的なバックパッ
ク。フロントポケットにはオーガナイザーと小物入れスペース付。メ
インコンパートメントはノートPCとタブレット用コンパートメント
付で、180°開くことができます。ハイライト：モバイルデバイスの接
続ポート付の一体型USBケーブル。パッド入りの背面セクションに
は、隠されたジッパー付コンパートメントが備わります。寸法：約36 
× 21 × 47cm。重量：約1.3kg。ポリエステル100%。ブラック/グレ
ー/ブルー。 

WAP0356000LTYC 
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スポーツバッグ – タイカン
耐久性と撥水性に優れた表面素材で作られた機能的なスポーツバ
ッグ。側面に濡れ物やシューズ用のベンチレーション付コンパート
メントが備わります。前面と後面にはジッパー付の大型ポケットが
備わります。長さ調整可能で、脱着式のショルダーストラップ付。寸
法：約65 × 40 × 30cm。重量：約1.5kg。ポリエステル100%。ブラッ
ク/グレー/ブルー。

WAP0606000LTYC 

マルチパーパスケース – タイカン
ポリカーボネート製で、全周にジッパーが付いた機能的なケース。前面と背面に“PORSCHE”ロゴ入り。内部にジッパー付のコンパートメ
ント、メッシュポケット、伸縮バンドが備わります。寸法：約18 × 13.5 × 7cm。ブラック/ブルー。

WAP0353040LMPC 
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木製自動車 – タイカン
木製自動車の玩具。ポルシェ タイカンのスタイリングをモチーフにした形状。長さ：約12cm。ウッド100%。対象年齢：2歳以上。ポルシェ レ
ーストラックに積載できます。ナチュラル/ホワイト/レッド/ブラック。欧州製。 

WAP0406000L 
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911コレクションは、911の伝説的なデザインランゲー 
ジを採り入れ、それをメンズおよびレディース向けの 
スポーティでエレガントなウェアに再解釈していま 
す。ピュアなデザインにブランドロゴをさりげなくあし 
らったこのコレクションは、911を愛するドライバーの 
日常ウェアとして最適です。またウェアのほかに、クロ 
ノグラフ、さまざまなモデルカー、エスプレッソカッ 
プ、最新のコレクターズマグなども取り揃えています。

「クラシックとトレンディ」あるいは「逞しさと優雅さ」
といった2つの語句の組み合わせは、ポルシェ 911に
とって何ら矛盾ではありません。こうした多面的な個
性が50年以上にわたって、世界中のスポー ツカーエ
ンスージアストの心を躍らせてきました。

911 コレクション
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レディース Tシャツ – 911
VネックTシャツ。裁ち切り仕上げのVネック。マットブラックのテープ
で縁取られた胸ポケット。ポリエステル61%、コットン33%、エラスタ
ン6%。グレー。 

WAP9440XS–XXL0K 

メンズ Tシャツ – 911
VネックTシャツ。裁ち切り仕上げのVネック。マットブラックのテープ
で縁取られた胸ポケット。コットン100 %。ブラック。

WAP94300S–3XL0K 
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メンズ ベスト – 911
薄手のパッド入りベスト。襟はベースボールスタイル。キルティング加工、胸と肩はパーフォレーション加工。ソフトシェルサイドパネル。 
ジッパー付の2つのサイドポケット。胸に“PORSCHE”ロゴ。ポリエステル100%。ブラック。 

WAP94100S–3XL0K 

メンズ プルオーバー – 911
ニット製のクルーネックプルオーバー。ウール90%、 
カシミア10%。ダークグレー。

WAP94500S–3XL0K 

911 コレクション

レディース ジャケット – 911
薄手のパッド入りキルティングジャケット。スタンドカラー。 
ジッパー 付スリーブ。ジッパー付の2つのサイドポケット。 
表地素材：ナイロン 75%、アルミニウム25%。パッドと裏地： 
ポリエステル100%。シルバーホワイト。 

WAP9420XS–XXL0K 
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スポーツクロノ – 911
第8世代の新型911にインスパイアされたデザインのクロノグラフ。 
スイス ロンダ製13石ムーブメント。2ピース構造ステンレススチール
製ケース、ブラックPVDコーティング。防水最大10気圧。12時の位 置
にポルシェ クレストが飾られたメタルダイヤル。サファイヤガラス、
片面に反射防止コーティング。ブラックのラバーストラップは、表面
にハニカム模様が施され、裏面にタイヤ模様付。ピンバックルはステ
ンレススチール製、ブラックPVDコーティング、“PORSCHE”ロ ゴの
刻印入り。直径： 42mm。スイス製。 
 
WAP0709110K 
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ユニセックス スポーツクロノ – 911
第8世代の新型911にインスパイアされたデザインのクロノグラフ。 
スイス ロンダ製13石ムーブメント。2ピース構造ステンレススチー 
ル製ケース、ダークシルバーPVDコーティング。防水最大10気 
圧。12時の位置にポルシェ クレストが飾られたメタルダイヤル。サ 
ファイヤガラス、片面に反射防止コーティング。ブラックのラバース 
トラップは、表面にハニカム模様が施され、裏面にタイヤ模様付。 
ピンバックルはステンレススチール製、ダークシルバーPVDコーテ ィ
ング、“PORSCHE”刻印入り。直径： 38mm。スイス製。 

WAP0709000K 
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911 カレラS クーペ992 
ドロマイトシルバーメタリック。インテリア：スレートグレー。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201700K 

911 カレラ4S クーペ992 
レーシングイエロー。インテリア：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201720K 

911 カレラクーペ992
ガーズレッド。インテリア：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201740K

147911 コレクション

911 カレラS カブリオレ992
ナイトブルーメタリック。インテリア：ブラック/モハベベージュ。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201710K 

911 カレラ 4S プルバック
ラバオレンジ。インテリア：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0200270K 

911 カレラカブリオレ992
ビスケーブルーメタリック。インテリア：ブラック。
ソフトトップ：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201750K 
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911 カレラ4S カブリオレ
ジェンシャンブルーメタリック。インテリア：スレートグレー/クレヨン。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201730K 
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151151151アーバンエクスプローラー コレクション

モダンな仕立てと機能的なディテールが魅力です。エ
アインテークが優れた通気性を確保し、隠されたジッ
パー付ポケットが現金やクレジットカードの収納スペ
ースを提供します。

厳選された素材と落ち着いたカラー、独創的なデザイ
ンが組み合わされたアーバンエクスプローラー コレ
クションは、次のチャレンジに挑むビジネスパーソン
にとって最適の相棒となるでしょう。 
フレキシブルかつ大胆に、未来を創造するあなたを
サポートします。

「どちらでも構わない」という選択肢はこのコレク
ションにはありません。アーバンエクスプローラー 
コレクションは、未来を切り開く意欲と行動力の持
ち主をサポートするために開発されました。 

このコレクションはビジネス旅行者に固有のニーズ
に対応するためにデザインされました。快適な着心
地と、長旅の後でも気持ちがリフレッシュされるスタ
イリッシュなデザインを兼ね備えた、 
男性および女性向けの高品質ウェアです。 

アーバンエクスプローラー コレクション
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メンズ Tシャツ – アーバンエクスプローラー
ショートスリーブのクルーネックTシャツ。ジッパー付胸ポケットの前
にさらにポケット付。コットン95%、エラスタン5%。カーキ。

WAP20200S–3XL0LUEX 

 

レディース スウェットシャツ – アーバンエクスプローラー
機能的なディテールを備えたスウェットシャツ。2つのジッパー付
サイドポケットと、レイズドサイドシーム付。肩ヨークはパーフォレ
ーテッド加工、ジッパー付で通気性抜群。胸に 
“PORSCHE”ロゴ。ポリエステル68%、ビスコース25%、エラスタ
ン7%。グレー/ブラック。

WAP213 0XS–XXL0LUEX 

レディース トラックスーツボトムズ –  
アーバンエクスプローラー
快適なトラックスーツボトムズ。ドローストリング、プリーツ、パーフ
ォレーテッド加工で通気性を高めた膝の後ろ側のインサートなど、
機能的なディテールが魅力。2つのスリップ ポケット、リアのジッパ
ー付ポケット、貴重品用のジッパー付ポケットが備わります。左スリ
ップポケットに“PORSCHE”ロゴ入り。ポリエステル68%、ビスコー
ス25%、エラスタン7%。グレー。

WAP2100XS–XXL0LUEX 

メンズ キルティングベスト – アーバンエクスプローラー
薄手のパッド入りキルティングベスト。Vネック、スナップボタン留
め。2つのサイドポケット付で、旅行に最適：このベストは畳むとクッ
ションにもなります。胸に“PORSCHE”ロゴ入り。表地素材：ナイロ
ン71%、ポリエステル29%。裏地：ナイロン100%。パッド素材：ポリ
エステル100%。グレー。ディテール：レッド。

WAP20700S–3XL0LUEX 

メンズ トラックスーツボトムズ –  
アーバンエクスプローラー
快適なトラックスーツボトムズ。特徴的なタック、パーフォレーテッ
ド加工で通気性を高めた膝の後ろ側のインサートなど、機能的な
ディテールが魅力。2つのスリップ ポケット、リアのジッパー付ポケ
ット、貴重品用のジッパー付ポケットが備わります。ベルトフープ
付ウェストバンド。左スリップポケットに“PORSCHE”ロゴ入り。ポ
リエステル68%、ビスコース25%、エラスタン7%。ブラック。

WAP21100S–3XL0LUEX 

アーバンエクスプローラー コレクション

レディース ポロシャツ – アーバンエクスプローラー
ショートスリーブのVネック ポロシャツ。ショートカラー、 
隠しサイドポケット付。左上腕に“PORSCHE”ロゴ入り。  
コットン95%、エラスタン5%。カーキ。

WAP2040XS–XXL0LUEX  

アーバンエクスプローラー コレクション
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ユニセックス ベルト – アーバンエクスプローラー
無段階調整式ベルト。取り外し可能なバックルに“PORSCHE” 
ロゴのエンボス加工。サイズ：S [80cm]、M [95cm]、L [110cm]、 
XL [125cm]。ベルト：ポリエステル100%。バックル：亜鉛96%、ア
ルミニウム4%。ブラック。

WAP20000S–0XL0LUEX 

2-in-1トラベルバッグとバックパック –  
アーバンエクスプローラー
バッグまたはバックパックとして使用可能な機能的なデザイン。 
耐久性と撥水性に優れた素材製。濡れ物用コンパートメントと、独
立したノートパソコン用コンパートメント付。ポリエステル100%。
アンスラサイト（ディテール：ブラック/レッド）。

WAP0352010LUEX 

トラベルバッグ – アーバンエクスプローラーコレクション
広々としたメインコンパートメントを備えた大型のトラベルバッグ。長旅でも小旅行でも、必要な荷物をたくさん収納することができます。シューズ用の補助コンパートメントと、脱着可能なアクセサリーポケット
も付属。ポリエステル100%。アンスラサイト（ディテール：ブラック/レッド）。

WAP0352010NUEX 
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バックパック – アーバンエクスプローラー
ロールトップ付のリュックサック。耐久性と撥水性に優れた素材製。ノ
ートパソコン用コンパートメント、後部の隠しコンパートメント、大型
のメインコンパートメントに分かれています。ポリエステル100%。ア
ンスラサイト（ディテール：ブラック/レッド）。

WAP0352000LUEX 

New New

アーバンエクスプローラー コレクション
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GT4クラブスポーツ コレクションは、このミドエンジ
ン ハイパフォーマーのアグレッシブな姿をブラックと
イエローの盾のデザインで表現し、ウィンドブレーカ
ーやベースボールキャップ、ストラップ、ボックス入り
のコレクターズTシャツに採り入れました。また男性
向けにはスポーティなポロシャツを、女性向けには、
フェミニンなラウンドクルーネックのTシャツもご用意
しました。

GT4クラブスポーツはサーキットを走ることへのこだ
わりと、モータースポーツに捧げる情熱を体現してい
ます。

新型718 ケイマンGT4クラブスポーツは、自己定義し
た自由を探し求めている人たちのために作られた車
です。礼儀作法や、しきたりをわきまえている人たち。
日々の生活で追い求めているものと同様なチャレン
ジに、週末のサーキットでも挑みたいと思っている人
たち。そんな人たちのための車です。

GT4クラブスポーツは外観から中身まで、そのすべて
に純粋なモータースポーツのスピリットを漂わせてい
ます。まさにキーを回すだけで即、サーキットを走るこ
とができる車です。乗り込んでシートベルトを締め、エ
ンジンをスタートし、走り出します。タイヤとブレーキが
暖まったら、ストップウォッチの出番です。自分自身と
の戦いが始まります。

GT4クラブスポーツ コレクション
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レディース Tシャツ – GT4クラブスポーツ
ショートスリーブのTシャツ。盾をモチーフにしたデザインが袖を飾 
り、背中に“PORSCHE”ロゴがプリントされています。ポリエステル 
69%、コットン27%、エラスタン4%。グレー/イエロー。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP3410XS–XXL0LCLS 

メンズ ポロシャツ – GT4クラブスポーツ
ショートスリーブのポロシャツ。盾をモチーフにしたデザインが袖
を飾り、胸に“PORSCHE”ロゴが入っています。718 ケイマンGT4
クラブスポーツの車両カラーリングにインスパイアされたデザイ
ン。コットン100%。ブラック/イエロー。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP34400S–3XL0LCLS 

ユニセックス ウィンドブレーカー – GT4クラブスポーツ
スタンドアップカラーが付いたウィンドブレーカー。718 ケイマン
GT4クラブスポーツの車両カラーリングをモチーフに、メッシュイ
ンサートの裏地がイエローで仕上げられています。 
サイドポケッ ト、ジッパー付インナーポケット、胸と首元
に“PORSCHE”ロゴ入 り。カラビナ付の脱着式キーリング 
（亜鉛100%） が付属します。ウィンドブレーカー：ポリエステル
100%。ブラック。 ディテール:イエロー。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP3490XS–3XL0LCLS 

コレクターズTシャツ エディションNo.15 –  
リミテッドエディション – GT4クラブスポーツ
718 ケイマンGT4クラブスポーツの車両カラーリングにインスパ
イアされたデザイン。盾をモチーフにしたデザインと“PORSCHE” 
ロゴが プリントされています。同じデザインをプリントした専用メ
タルボックス入り。車両の説明が書かれたポストカード付。 
ソフトな着心地のTシ ャツ。コットン100%。ブラック/イエロー。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP3470XS–3XL0LCLS 
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ベースボールキャップ – GT4クラブスポーツ
718 ケイマンGT4クラブスポーツをモチーフにデザインされた6面縫製のスナップバックキャップ。“PORSCHE”ロゴのプリントと、イエロ
ーの装飾ステッチ入り。バイザーの下面と後部面には、車両のカラーリングをモチーフにしたプリントが施されています。コットン100%。 
ブラック。ディテール:イエロー。

WAP3400010LCLS 

ストラップ – GT4クラブスポーツ*
スマートフォン保持用の脱着式ネット（シリコン100%、カードスロッ
ト付）が組み合わされたストラップ。カラビナと2個のキーリング 
（2種類のサイズ）、安全留め具（プラスチック100%）が付属します。 
718 ケイマンGT4クラブスポーツの車両カラーリングにインスパイ
アされたデザイン。ストラップ：ポリエステル100%。カラビナとキー
リング：金属100%。ブラック/イエロー。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP3400020LCLS 
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バックパック – GT4クラブスポーツ
メインコンパートメントとサイドポケットで構成された軽量なバッ 
クパック。車両カラーリングをモチーフにしたプリントデザイン。シ 
ョルダーストラップは外側のファブリックとメッシュで作られていま 
す。カラビナ付の脱着式キーリング（亜鉛61%、ポリエステル39%） 
が付属します。リュックサック：ポリエステル100%。キーリング： 
金属100%。ブラック/イエロー。

WAP0353400LCLS 

GT4クラブスポーツ コレクション

718ケイマン GT4クラブスポーツ
ブラック/イエロー。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 
フルバージョンのForza Motorsport 7 
のダウンロードコードが付属します。 

WAP0204150K 

718ケイマン GT4クラブスポーツ 
ブラック/イエロー。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール：1/18。 

WAP0214150K 
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デザインは純粋主義的であり、その落ち着いたカラ
ーはコンセプト全体の調和を生み出します。ドライビ
ンググローブやレジャーバッグなどの洗練されたレ
ザーアクセサリーと、エレガントなスイスクロノグラ
フが特別なこだわりを演出します。クラシックコレク
ションは、ポルシェのクラシックモデルの魅力を現代
の路上に蘇らせるとともに、ノスタルジアと、ポルシェ
が目指した時代を超越するスポーツカーのスタイル
像を呼び起こしてくれます。

クラシック コレクションは歴史的なスポーツカーの 
魅力を日常のライフスタイルに取り込み、ファッショ 
ンとアクセサリーを通じてポルシェの歴史を振り返り 
ます。このコレクションのウェアは、現代的な素材とク 
ラシックな仕立ての組み合わせで作られています。最 
新のポロシャツとジャケットにあしらわれた高品質の 
バッジが、歴史的な“PORSCHE”ロゴでポルシェの初
期の時代を思い起こさせてくれます。 

クラシック コレクション
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メンズポロシャツ – クラシック
3つボタンのクラシックなポロシャツ。左胸にヒストリックな 
“PORSCHE”ロゴの刺繍パッチ付。コットン47.5%、ポリエステル
47.5%、エラスタン5%。ライトグレー。 

WAP71800S–3XL0K 
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レディースポロシャツ – クラシック
エレガントなレディースポロシャツ。小ぶりのスタンドアップカラー
と、長いボタン隠しフラップ付。左胸にクラシックな 
“PORSCHE”ロゴの高品質刺繍パッチ付。ポリエステル76%、コット
ン20%、エラスタン4%。ダークグレー。 

WAP7170XS–XXL0K 

メンズロングスリーブポロシャツ – クラシック
ロングスリーブポロシャツ、襟付、4つボタン。胸ポケットの上にクラシックな“PORSCHE”ロゴの刺繍パッチ付。コットン47.5%、 
ポリエステル47.5%、エラスタン5%。ライトグレー。

WAP71400S–3XL0K 
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メンズジャケット – クラシック
ニット製スリーブとシャツカラー付のメンズキルティングジャケット。
ジッパーとスナップボタン付。スリーブ上部のパッチに 
クラシックな“PORSCHE”ロゴ入り。ジャケット内側にアニバーサリ
ーロゴとフェリー・ポルシェの名言をプリント。 
表地素材：ポリエステル60%、ポリアミド40%。 
裏地：ナイロン100%。袖：ポリエステル54%、アクリル20%、 
ポリアミド20%、ウール6%。ダークグレー。 

WAP71200S–3XL0K 
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レディースジャケット – クラシック
ニット製スリーブ付きのパッド入りレディースジャケット。合成皮革
製バンドとピンバックル付きのスタンドアップカラー、ジッパーとス
ナップボタン付き。スリーブ上部のパッチに歴史を感じさせ
る“PORSCHE”ロゴ入り。ジャケット内側にアニバーサリーロゴと
フェリー・ポルシェの名言をプリント。表地素材：ポリエステル60%
、ポリアミド40%。裏地：ナイロン100%。スリーブ：ポリエステル
54%、アクリル20%、ポリアミド20%、ウール6%。ライトグレー。 

WAP7130XS–XXL0K 



168

ウィークエンダー – クラシック
ポルシェのクラシックモデルの外観にインスパイアされた 
モダンなデザイン。前面にヒストリックな“PORSCHE”ロゴ入りの
レザーバッジ付。ボタンはポルシェのクラシックモデルに装着され
ていたホイールを思い起こさせるデザイン。各種ポケット付。 
ウォッシュバッグと2つの独立した内側ポケット付。 
レザー製ショルダーベルト付。サイズ：約58 × 27 × 27cm。 
ウォッシュバッグのサイズ： 約25 × 20 × 7cm。容量：約75ℓ。 
重量：約3.0kg。ナイロン製、細部は上質レザー製。 
色：アンスラサイト。 

WAP0357160K 
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メンズレザーグローブ – クラシック
ドライバー用メンズグローブ、前面と裏面に目打ちが2列。手のナ
ックル4カ所にそれぞれ丸く切り抜くようにステッチ。手の甲側に
アンティックブラス製スナップ、“PORSCHE” ブランディングロゴ
付。ライニングなし。ラムナッパ革100%。ブラック。サイズ：S、M、L。 
 
* 供給終了になります。

WAP519001-0030H 

レディースレザーグローブ – クラシック
ドライバー用レディースグローブ、手の甲全体に目打ち、内側は滑
らかなレザー。手のナックル4カ所にそれぞれ丸く切り抜く ように
パイピング。手の甲側にアンティックブラス製スナップ、 
“PORSCHE” ブランディングロゴ付。ライニングなし。 
ラムナッパ革100%。ブラック。サイズ：S、M、L。 
 
* 供給終了になります。

WAP518001-0030H 
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アイウェアのデザインだけではなく、そのパフォーマン
スも洗練されています。高品質のプラスチックグラス
は100%のUVプロテクションを保証し、優れた素材は
スポーティなライフスタイルのあらゆる条件に耐え、
最高の安定性を発揮します。

スタイルアイコンになるために必要なのは、トレンド  
を追うのではなく、トレンドを作るということです。  
それを成し遂げた実例のひとつが、ポルシェ デザイ  
ンが1978年に発表した、レンズ交換機構を備えた伝  
説的なパイロットサングラスです。このデザインの名  
作が復刻版として蘇りました。ポルシェ デザインの他  
のサングラスやリーディンググラスとともに、  
 Porsche Driver’s Selectionのショップでお買い求  
めいただけます。

サングラス
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リーディンググラス P´8811*
ポルシェ デザインのリーディンググラスP´8811は、洗練されたテ
クノロジーとパーフェクトな処理と素晴らしいデザインが組み合わ
されています。着用している人の個性とスタイルへのこだわり
が、P´8811の純粋で印象的なデザインに反映されています。ステ
ンレススチール製フレーム：ブラック 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP0788110L025 [2.5], 
WAP0788110L020 [2.0],  
WAP0788110L015 [1.5],  
WAP0788110L010 [1.0] 

リーディンググラス P´8801*
リーディンググラスとして初のポルシェ製品。そのデザインと機能
は 今なお先進しています。フレームはステンレス製で、そのフォル
ムは 時代を超越しています。ダイナミックなフォルムが刺激的なコ
ントラ ストを見せるテンプルは、わずかに透明なハイテクのポリア
ミド製 です。レンズは擦り傷防止加工が施され、割れることなく、き
わめて クリアな視界を提供します。 
フレーム：ブラック。テンプル：シルバー。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP0788010L025 [2.5], 
WAP0788010L020 [2.0],  
WAP0788010L015 [1.5], 
WAP0788010L010 [1.0] 
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サングラスP´8478 A
ポルシェデザインのP´8478 は1978年世界で初めての交換レン
ズ機構付サングラスとして登場し、600万個以上販売されました。
これはオリジナルに忠実なリプロダクション品で、ハイテク素材
製。 Porsche Driver’s Selectionでもお買い求めいただけます。こ
のポルシェデザインサングラスには交換レンズ1組が付属していま
す。フレームはチタン製。レンズはポリカーボネイト製、100% UVプ
ロテクション。フレーム：ライトゴールド。レンズ：ブラウン。交換レン
ズ：ライトブルー/ミラードシルバー。

WAP0784780JA69

サングラスP´8508 – ヘリテージ
レトロスタイルを現代的に解釈。ポルシェデザインのパイロットサ
ングラス。テンプルはウルトラフレキシブル。ステンレススチール
製。レンズとテンプルに「ポルシェデザイン」のロゴ付き。ゴールドカ
ラー/ボルドーレッド。イタリア製。

WAP0785080LHRT

サングラスP´8642 – 917ザルツブルク
917ザルツブルクコレクションのカラーリングを施したモダンでタイ
ムレスな Porsche Designのサングラス。ステンレススチール製。レ ッ
ド/ホワイト。レンズとテンプルに“PORSCHE DESIGN” 
のロゴ入り。レン ズ：シルバーミラー。イタリア製。

WAP0786420M917

サングラスP´8478 B
ポルシェデザインのP´8478 は1978年世界で初めての交換レン
ズ機構付サングラスとして登場し、600万個以上販売されました。
これはオリジナルに忠実なリプロダクション品で、ハイテク素材
製。 Porsche Driver’s Selectionでもお買い求めいただけます。こ
のポルシェデザインサングラスには交換レンズ1組が付属していま
す。フレームはチタン製。レンズはポリカーボネイト製、100% UV
プロテクション。フレーム：チタニウム。 
レンズ：ミラードグレーグラデーション/シルバー。交換レンズ： 
グリーン。

WAP0784780JB69
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サングラスP´8642 M – マルティーニ・レーシング® 
モダンかつ時代に左右されないデザインのステンレススチール製フレームに、マルティーニ・レーシング®スタイルがアクセントを添えます。
ストレートエッジデザインの三次元形状が魅惑的な光学効果を発揮。ダークブルーのフレームに“マルティーニ・レーシング®”をプリント。ブ
ルーのミラーレンズ。イタリア製。

WAP0786420KM62

サングラス
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サングラスP´8509 A
ポルシェデザインのサングラスP´8509は Porsche 
Driver’s Selectionでもお買い求めいただけます。 
優れた素材と組み合わされた最新のメガネフォー 
ムがこのサングラスをとてもユニークなものにしています。 
フレームはステンレス製。レンズはポリカーボネイト製、 
100% UVプロテクション。フレーム：ブラックマット/ブラック。レン
ズ：ブラウン。

WAP0785090JA64

サングラスP´8508 C
レトロスタイルを最新にデザイン。ポルシェデザインのパイロ 
ットグラスは Porsche Driver’s Selectionでもお買い求めいた 
だけます。テンプルはウルトラフレキシブル。フレームはステン 
レス製。レンズはポリカーボネイト製、100% UVプロテクション。フレ
ーム：ゴールド。レンズ：オリーブ/ミラードシルバー。

WAP0785080JC62

サングラスP´8508 A
レトロスタイルを現代的に解釈。ポルシェデザインのパイロットグ
ラスは Porsche Driver’s Selectionでもお買い求めいただけます。
テンプルはウルトラフレキシブル。偏向レンズ付きモデル。フレー
ムはステンレス製。レンズはポリカーボネート製、100% UVプロテ
クション。フレーム：ゴールド。レンズ： 
偏光グリーン。 

WAP0785080JA62
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サングラスP´8565 D
最小かつスポーティ。ポルシェデザインサングラスコレクションの
入門用モデルP´8565は、 Porsche Driver’s Selectionでもお買
い求めいただけます。フレームが特に軽くフレキシブル。フレーム
はステンレス製。レンズはポリカーボネイト製、 
100% UVプロテクション。フレーム：チタニウム。レンズ： 
グレーブルー。

WAP0785650JD63

サングラスP´8565 A
最小かつスポーティ。ポルシェデザインサングラスコレクションの
入門用モデルP´8565は、 Porsche Driver’s Selectionでもお買
い求めいただけます。フレームが特に軽くフレキシブル。フレーム
はステンレス製。レンズはポリカーボネイト製、 
100%UVプロテクション。フレーム：ブラック。レンズ：グリーン。

WAP0785650JA63
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特別なリミテッドエディションでも、交換用ストラップ
付きの多機能製品でも、私たちはスポーティさや純
粋なエレガンスという観点から完璧を追い求めてい
ます。トップクラスのテクノロジー、高品質の素材、そ
して時代を超越したデザインによって、 Porsche 
Driver’s Selectionの腕時計はスポーツカーへの純
粋な情熱が感じられるライフスタイル製品に仕上が
っています。

70年にわたるポルシェのモータースポーツでの経験 
はひとつのことをはっきりと示しています。コンマ1秒 
が勝ち負けを左右する環境においては、妥協のない
精度がすべてだということです。ポルシェではサーキ
ットの外でもこの考え方を適用しています。たとえ
ば、 Porsche Driver’s Selectionの腕時計にもそれ
があてはまります。

時計
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ピュアウォッチ
スイスのロンダ社製ムーブメント、1石。サテン仕上げのケース、5
気圧防水。ベースにシリアルナンバー入りのエングレービング付
き。片面にサファイアコーティングを施したカーブ付きミネラルガ
ラス。ケース、リューズ、チューブは強化ステンレススチール製で、
ダブルOリングシステムを採用。圧入ベース。 
2つのステンレススチール製スプリングピン付きストラップアセン
ブリ。ホワイトのSuper-LumiNovaを塗布したブラックの時針と分
針。マットブラックダイヤル。ガーズレッドのステッチ入りのブラック
のレザーストラップ。上品なサテン仕上げのステンレススチール製
ピンバックル。上質なギフトパッケージ。直径：42mm。 

WAP0700100L0PW

ピュアウォッチ – リミテッドエディション – 917ザルツブルク
1,917個限定生産。スイス製の部品をムーブメントに組み込んだアナログ式3針ウォッチ。5気圧防水。ステンレススチール製、ブラックPVD
コーティング。片面反射防止加工を施したミネラルガラス。おなじみのホワイトのレーシング「ロリポップ」とブラックのスタートナンバー23
をあしらったレッドのメタルダイヤル。9時位置にポルシェ917のロゴ、6時位置に日付表示を配置。ブラック/アンスラサイトのファブリック
ストラップ。PVDコーティングを施したステンレススチール製バックル、「PORSCHE」ロゴをエングレービング。2つのスプリングピン付きス
トラップアセンブリ。Design by Studio F. A.  Porsche。上質なパッケージ入り。直径：42mm。ドイツ製。 

WAP0700030M917

時計



時計182

クラシッククロノグラフ – ターボ
ロンダ製4石ムーブメントを搭載したクラシックなクロノグラフ。 
シルバーカラーのメタルダイヤルに青と赤でディテールが施さ
れ、“turbo”ロゴがプラスされています。サファイヤクリスタル、片面
に反射防止コーティング。ステンレススチール製ケースは繊細なサ
テン仕上げ。防水最大10気圧。チューブとクラウンはねじ込み式
で、ポリッシュ仕上げ。ナイトブルーのファブリック製ストラップは長
さ調節付。ストラップ幅：22mm。ステンレススチール製バックル
は、“PORSCHE”ロゴの刻印入り。Design by Studio F. A.  Porsche。
高級化粧箱入り。厚み：12mm。直径：44mm。スイス製。

WAP0700880LCLC

ポルシェ カーボンコンポジット クロノグラフ 
カーボンコンポジット製ケースの軽量スポーツクロノグラフ。スイ
スのロンダ社製ムーブメント、13石。5気圧防水。片面にサファイア
コーティングを施した傷防止ガラス。ホワイトのSuper-LumiNova
を塗布した時針、分針、インデックス。3つの積算計。ストップ機能内
蔵。表面にハニカム構造、裏面にタイヤの模様をエンボス加工した
ラバーストラップ。「PORSCHE」ロゴをエングレービングしたサテン
仕上げのステンレススチール製ピンバックル。2つのステンレススチ
ール製スプリングピン付きストラップアセンブリ。Design by Studio 
F. A.  Porsche。上質なギフトパッケージ入り。直径：42mm。

WAP0700050MCRB
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スポーツクロノ – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®デザインのクロノグラフ。スイスETA 
製4石ムーブメント。時針の進む速度を200Hz以上高めるため 
のパワードライブ付。３ピース構造のケースはステンレス製。 
防水最大10気圧。窪みに個別にはめ込まれたブラックのデザ 
インエレメント。マルティーニ・レーシング®ストライプ付メタル 
製文字盤。片面に反射防止コーティングのサファイヤガラス。 
ブラックのラバーストラップ、表面にハニカム模様、裏面にタイ 
ヤ模様付。ステンレス製ピンバックルにはレーザー加工され 
た“PORSCHE”ロゴ。直径：42mm。スイス製。

WAP0700020J

クロノグラフ – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®デザインのクロノグラフ。スイスETA製4石
ムーブメント。ブラックのメタルダイヤルには、“マルティーニレーシ
ング®ポルシェ”のロゴとストライプがあしらわれています。 
時針と分針、および数字はスーパールミノバ仕上げ。 
5分割ステンレススチール製ケースは、繊細なサテン仕上げ。防水最
大10気圧。ストップ機能内蔵。サファイヤクリスタル、片面に反射防
止コーティング。チューブとクラウンはねじ込み式で、ポリッシュ仕上
げ。前面にはポルシェクレストの刻印入り。メタルストラップは長さ
調整エレメント付。ストラップ幅：22mm。ステンレススチール製ピン
バックルは、“PORSCHE”ロゴの刻印入り。高級化粧箱入り。 
厚み：12mm。直径：42mm。スイス製。

WAP0700710LMRC

ユニセックス スポーツクロノ – 911
第8世代の新型911にインスパイアされたデザインのクロノグラフ。 
スイス ロンダ製13石ムーブメント。2ピース構造ステンレススチー 
ル製ケース、ダークシルバーPVDコーティング。防水最大10気 
圧。12時の位置にポルシェ クレストが飾られたメタルダイヤル。 
サファイヤガラス、片面に反射防止コーティング。 
ブラックのラバース トラップは、表面にハニカム模様が施され、 
裏面にタイヤ模様付。 ピンバックルはステンレススチール製、 
ダークシルバーPVDコーテ ィング、“PORSCHE”刻印入り。 
直径： 38mm。スイス製。 

WAP0709000K

時計
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 Porsche Driver’s Selectionのラゲッジは、丈夫でモ
ダンな素材、実用的な内部ポケット、スポーティなル
ックスを特徴としています。バックパックとトラベルバ
ッグの両方として使える実用的な2-in-1バッグ、レザ
ートリムがアクセントのエレガントなウィークエンダ
ーバッグ、マルティーニレーシング®スタイルのレジャ
ーバッグなど、どのアイテムも旅心を誘います。確か
なことがひとつあります。ポルシェを愛する人は、同じ
場所にじっととどまっているつもりはない、というこ
とです。

ポルシェのスポーツカーは驚異的なパフォーマンス、
見まがうことのないデザイン、洗練された装備を備え
ていることで知られています。けれども、ポルシェ車
を傑出した存在にしている何よりも大きな要素は、
車全体が考え抜かれたコンセプトに基づいて設計さ
れている点です。 Porsche Driver’s Selectionはこの
コンセプトをラゲッジコンパートメントにまで展開。
高品質のレジャーバッグやノスタルジックなクラシッ
クスタイルのアイテム、そしてスポーツ用品など、最
新のファッションコレクションにマッチするものを用
意しました。

ラゲッジ

 

ポルシェの各モデルに積載可能なラゲッジ 
の個数については、P366をご覧ください。 



ラゲッジ186  

PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 M
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®ス
ーツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこ
とで破損を防ぎます。サイズは、ポルシェスポーツカーの収納スペ
ースに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。
特別なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの
積み込みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレス
コピックハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっ
ています。内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。 
5年間保証。容量：約33ℓ。重量：約3.2kg。寸法：約55 × 40 × 20cm。 
キャララホワイト。 

WAP0354010LB9A

PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 M
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スーツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむことで破
損を防ぎます。サイズは、ポルシェスポーツカーの収納スペースに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別なアルミ製
ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピックハンドル、内側
にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。容量：約33ℓ。重量：
約3.2kg。寸法：約55 × 40 × 20cm。アゲートグレー。

WAP0354010LM7S
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PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 M
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®ス
ーツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこ
とで破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペ
ースに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。
特別なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの
積み込みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレス
コピックハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっ
ています。内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。 
5年間保証。容量：約33ℓ。重量：約3.2kg。寸法：約55 × 40 × 20cm。 
GTシルバー。 

WAP0354010LM7Z

PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 M
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®ス
ーツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこ
とで破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペ
ースに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。
特別なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの
積み込みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレス
コピックハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっ
ています。内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。 
5年間保証。容量：約33ℓ。重量：約3.2kg。寸法：約55 × 40 × 20cm。 
マットブラック。

WAP0354010LR01 

PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 M
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®ス
ーツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこ
とで破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペ
ースに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。
特別なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの
積み込みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレス
コピックハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっ
ています。内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。 
5年間保証。容量：約33ℓ。重量：約3.2kg。寸法：約55 × 40 × 20cm。 
ガーズレッド。 

WAP0354010L84A 

ラゲッジ
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PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 XL
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スー
ツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこと
で破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペー
スに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別
なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込
みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピック
ハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。
内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。
容量：約74ℓ。重量：約4.6kg。寸法：約60.5 × 38.5 × 40cm。 
GTシルバー。 

WAP0354000LM7Z

PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 XL
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スー
ツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこと
で破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペー
スに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別
なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込
みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピック
ハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。
内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。
容量：約74ℓ。重量：約4.6kg。寸法：約60.5 × 38.5 × 40cm。 
カレラホワイト。 

WAP0354000LB9A

PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 XL
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スー
ツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこと
で破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペー
スに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別
なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込
みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピック
ハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。
内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。
容量：約74ℓ。重量：約4.6kg。寸法：約60.5 × 38.5 × 40cm。 
アゲートグレー。 

WAP0354000LM7S 
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PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 XL
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スー
ツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこと
で破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペー
スに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別
なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込
みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピック
ハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。
内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。
容量：約74ℓ。重量：約4.6kg。寸法：約60.5 × 38.5 × 40cm。 
ブラックマット。 

WAP0354000LR01

PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 XL
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スーツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむことで破
損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペースに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別なアルミ
製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピックハンドル、 
内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。容量：約74ℓ。 
重量：約4.6kg。寸法：約60.5 × 38.5 × 40cm。ガーズレッド。 

WAP0354000L84A

ラゲッジ
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PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 XXL
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スーツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこと
で破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペースに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別な
アルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピックハ
ンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。 
容量：約80ℓ。重量：約5.1kg。寸法：約74 × 49 × 27.5cm。ブラックマット。

WAP0354020LR01

PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 XXL
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スー
ツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこと
で破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペー
スに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別
なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込
みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピック
ハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。
内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。
容量：約80ℓ。重量：約5.1kg。寸法：約74 × 49 × 27.5cm。 
アゲートグレー。

WAP0354020LM7S
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PTSマルチホイール® ウルトラライトエディション2.0 XXL
ポリカーボネート製で、堅牢さと軽量さを誇るマルチホイール®スー
ツケース。その外殻は、大きな力を受けたときに柔軟にたわむこと
で破損を防ぎます。サイズは、ポルシェ スポーツカーの収納スペー
スに適合しており、すべてのモデルシリーズに対応しています。特別
なアルミ製ハンドルが備わり、ラゲッジコンパートメントへの積み込
みも簡単。埋め込み型TSA承認ロック、無段階調整式テレスコピック
ハンドル、内側にジッパー付きのメッシュポケットが備わっています。
内張りに“PORSCHE”ロゴの刺繍入り。TÜV試験済み。5年間保証。
容量：約80ℓ。重量：約5.1kg。寸法：約74 × 49 × 27.5cm。 
ガーズレッド。

WAP0354020L84A
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ウィークエンダー – ヘリテージ
キャンバス地のウィークエンダ ーバッグ。911タルガ4S ヘリテージ
デザインエディションにインスパイアされたモダンなデザイン。ポル
シェロ ゴとアクセントはゴールドカラー。上質なレザー製のストラ
ップと調節式ショルダーストラップ付。ジッパー付 インナーコンパ
ートメント。シューズ、シャツ、アクセサリー用の3つの独立したイン
ナーポケット。リネン35%、 コットン40%、牛革25%。カラー：アン
スラサイト。

WAP0350110LHRT

バッグ – 917ザルツブルク
ポルシェ917ザルツブルクからインスピレーションを得た、プリントデザイン付きのスポーティなバッグであり、ヘルメットが余裕で入りま
す。ヘルメットバッグはヘルメットを傷から守るためにデザインされたもので、1950年代のハードシェルヘルメットと平行して開発されま
した。カラビナを使用すると、バッグを開いたまま掛けることがでるため、ヘルメットに対しての通気性を確保できます。2つのパッチポケッ
トとジッパー付インナーポケット付き。ショルダーストラップとハンドルは脱着式。撥水加工。耐久性に優れたナイロン素材：ポリアミド
100%。サイズ：約46 × 48cm。ユニセックス。レッド/ホワイト/ブラック。

WAP0354600MSZG
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アクティブリュックサック
ロールトップとジッパー付きの、メインコンパートメントが大きな
防水リュックサック。前方にはジッパー付きの小さなコンパートメン
ト[非防水]。サイドポケット、内側のノートPC用コンパートメント、
補助のスライドインコンパートメント。容量：24l。 

WAP0350040MACB
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マルチパーパスケース – タイカン
ポリカーボネート製で、全周にジッパーが付いた機能的なケース。
前面と背面に“PORSCHE”ロゴ入り。内部にジッパー付のコンパー
トメント、メッシュポケット、伸縮バンドが備わります。 
寸法：約18 × 13.5 × 7cm。ブラック/ブルー。

WAP0353040LMPC

バックパック – タイカン
耐久性と撥水性に優れた表面素材で作られた機能的なバックパッ
ク。フロントポケットにはオーガナイザーと小物入れスペース付。メ
インコンパートメントはノートPCとタブレット用コンパートメント
付で、180°開くことができます。ハイライト：モバイルデバイスの接
続ポート付の一体型USBケーブル。パッド入りの背面セクションに
は、隠されたジッパー付コンパートメントが備わります。寸法：約
36 × 21 × 47cm。重量：約1.3kg。ポリエステル100%。ブラック/ 
グレー/ブルー。

WAP0356000LTYC

スポーツバッグ – タイカン
耐久性と撥水性に優れた表面素材で作られた機能的なスポーツ
バッグ。側面に濡れ物やシューズ用のベンチレーション付コンパ
ートメントが備わります。前面と後面にはジッパー付の大型ポケッ
トが備わります。長さ調整可能で、脱着式のショルダーストラップ
付。寸法：約65 × 40 × 30cm。重量：約1.5kg。ポリエステル
100%。ブラック/グレー/ブルー。

WAP0606000LTYC

195

 
 

トラベルバッグ – アーバンエクスプローラーコレクション
広々としたメインコンパートメントを備えた大型のトラベルバッ
グ。長旅でも小旅行でも、必要な荷物をたくさん収納することがで
きます。シューズ用の補助コンパートメントと、脱着可能なアクセサ
リーポケットも付属。ポリエステル100%。アンスラサイト（ディテー
ル：ブラック/レッド）。

WAP0352010NUEX 

2-in-1トラベルバッグとバックパック –  
アーバンエクスプローラー
バッグまたはバックパックとして使用可能な機能的なデザイン。 
耐久性と撥水性に優れた素材製。濡れ物用コンパートメントと、 
独立したノートパソコン用コンパートメント付。ポリエステル100%。 
アンスラサイト（ディテール：ブラック/レッド）。

WAP0352010LUEX

バックパック – アーバンエクスプローラー
ロールトップ付のバックパック。耐久性と撥水性に優れた素材製。 
ノートパソコン用コンパートメント、後部の隠しコンパートメント、大
型のメインコンパートメントに分かれています。ポリエステル100%。
アンスラサイト（ディテール：ブラック/レッド）。

WAP0352000LUEX

ラゲッジ

New
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バックパック
耐久性と撥水性に優れた機能的な素材製。前面に “PORSCHE” 
ロ ゴ。メインコンパートメントにはオーガナイザーと、スマートフォ
ン やキーなどが入るスペース付き。タブレットまたはラップトップ
用 のパッド入りコンパートメント付き。アドレスタグ付き。寸法： 
約 28 × 15 × 43cm。容量：約14ℓ。重量：約0.7kg。ポリエステル 
100%。ブラック。

WAP0350080K

スポーツ&トラベルバッグ
耐久性と機能性に優れた素材で作られたスポーツと旅行向けの 
レジャーバッグ。前面に“PORSCHE”ロゴ。メインコンパートメント 
は2WAYジッパー付。前面に2つの広いジッパー付コンパートメン 
ト。さらに底部には独立したシューズコンパートメントが備わって 
います。サイズ：約75 × 30 × 35cm。容量：約70ℓ。重量：約1.8kg。
ポリエステル100%。ブラック。 

WAP0359460K

2-in-1メッセンジャーバッグ&バックパック
耐久性と機能性に優れた素材で作られた2-in-1バッグ。収納可能
なキャリーストラップ付き。ショルダーバッグまたはリュックサック
として使用可能。タブレットまたはラップトップ用のパッド入りコン
パートメント付き。スマートフォンやペン、名刺、ケーブルなどが入
る複数のインナーポケット付き。トロリーリンクとアドレスタグ付き。
寸法：約32 × 13 × 46cm。容量：約23ℓ。重量：約1.5kg。ポリエステ
ル100%。ブラック。

WAP0359450K
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ノートパソコン用スリーブ
耐久性と機能性に優れたネオプレン製のノートパソコン用スリー
ブ。前面のペン用インナーポケットに“PORSCHE”ロゴのエンボス
加工。13インチまでの機器用。ネオプレン製。  
ブラック。

WAP0300110K

ウィークエンダー – クラシック
ポルシェのクラシックモデルの外観にインスパイアされたモダン
なデザイン。前面にヒストリックな“PORSCHE”ロゴ入りのレザー
バッジ付。ボタンはポルシェのクラシックモデルに装着されていた
ホイールを思い起こさせるデザイン。ウォッシュバッグと2つの独立
した内側ポケットを含む各種ポケット付。レザー製ショルダーベル
ト付。サイズ：約58 × 27 × 27cm。ウォッシュバッグのサイズ： 約
25 × 20 × 7cm。容量：約75ℓ。重量：約3.0kg。ナイロン製、細部は
上質レザー製。アンスラサイト。

WAP0357160K

バックパック – GT4クラブスポーツ
メインコンパートメントとサイドポケットで構成された軽量なバッ 
クパック。車両カラーリングをモチーフにしたプリントデザイン。シ 
ョルダーストラップは外側のファブリックとメッシュで作られていま 
す。カラビナ付の脱着式キーリング（亜鉛61%、ポリエステル39%） 
が付属します。リュックサック：ポリエステル100%。キーリング： 
金属100%。ブラック/イエロー。

WAP0353400LCLS 
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スポーツバッグ – モータースポーツファンウェア
大型のメインコンパートメントと独立したシューズコンパートメン
トを備えたスポーツバッグ。パッド入りショルダーストラップ
付。“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ポリエステル
100%。ブラック。

WAP0350020LFMS

プルバッグ – モータースポーツファンウェア
クラシックなジムバッグデザイン、引きひもショルダーストラップ
付の軽量バックパック。外側にジッパー付ポケットが備わり、 
“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ポリエステル100%。 
ブラック。

WAP0350010LFMS

バックパック – モータースポーツファンウェア
ノートPCスライドインコンパートメント付バックパック。フロント
コンパートメントにジッパー付ポケット、サイドに広々としたメッ
シュポケットが備わります。ストラップと背面にパッド入り。 
“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り。ポリエステル100%。 
ブラック。

WAP0350030LFMS
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バックパック – レーシング
レーシングスタイルの折り畳み可能なバックパック。反射エレメン
ト、コード、ジッパー付。リュックサックは小さくしたい場合は前面コ
ンパートメントを折り返してそこに収納可能。ポリエステル100%。
グレー/ブラック/レッド。 
 
* 供給終了になります。

WAP0354500H

バックパック – モータースポーツ
リュックサック – モータースポーツ耐久性と撥水性に優れた外側
素材のリュックサック。前面に“PORSCHE”ロゴ。メインコンパート
メントにはパッド入りのラップトップ用スリーブ付。人間工学を考
慮した形状の背中面。パッド入りサングラス用ポケット付。キャリー
ハンドルとジッパーが付いたサイドコンパートメント2個と、前面に
ジッパー付コンパートメント付。前面フラップにはオーガナイザー
とヘルメット、ジャケット、または傘用のロックベルト付。シートベル
ト素材で出来たキーリング用機能エレメント付ショルダーベルト。
ライニングは“PORSCHE”プリント入り。 アドレスタグ付。サイズ：
約45 × 38 × 22cm。容量：約35ℓ。重量：1.2kg。ブラック/レッド/
ホワイト。 
 
* 供給終了になります。

WAP0502300G

スポーツバッグ – モータースポーツ
耐久性と撥水性に優れた外側素材のスポーツバッグ。前面
に“PORSCHE”ロゴ。メインコンパートメントはツーウェイジッパー
付。実用的なコンパートメントが内外に数個。濡れ物ランドリー用
コンパートメント、通気性が確保されたシューズ用サイドコンパー
トメント、断熱材入りのコンパートメント。前面コンパートメントは
オーガナイザー付。パッド入りで取り外し可能のショルダーベルト
は長さ調節可能で“PORSCHE”ロゴ付。ライニングは“PORSCHE”
プリント付。トロリーケースにつなげるためのリンクとアドレスタグ
付。サイズ：約57 × 25 × 32cm。容量：約45ℓ。重量：1.5kg。ブラッ
ク/レッド/ホワイト。 
 
* 供給終了になります。

WAP0502200G

ラゲッジ
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リュックサック – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ レーシング®デザインのモダンなバックパック。フロント
に3Dロゴが付き、ディテールはグリーンで仕上げられています。 ゆ
ったりとした内部コンパートメントに、ノートPC用コンパートメン
ト付。独立したフロントポケットと、隠れたバックポケットが備わり
ます。トロリーリンク付。表地素材：ポリエステル70%、アクリル
30%。裏地：ポリエステル100%。ダークブルー。

WAP0359260L0MR

201

 
 ラゲッジ

スポーツパッグ – マルティーニ レーシング®
マルティーニレーシング®デザインのモダンなスポーツバッグ。フロ
ントに3Dロゴが付き、ディテールはグリーンで仕上げられていま
す。ゆったりとしたメインコンパートメントに、小物を入れるのに便
利なジッパー付の小さな内ポケットが付属しています。 
2つのサイドポケット付。脱着式ショルダーストラップ付。表地素材：
ポリエステル70%、アクリル30%。裏地：ポリエステル100%。 
ダークブルー。

WAP0359270L0MR

マルチパーパスケース – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング® のデザインと、グリーンのディテールで飾
られたソフトケース。各種内部コンパートメントを備え、ヘッドフォ
ン、モバイルバッテリー、充電ケーブルなどの小物類を安全に収納
できます。ポリエステル60%、ナイロン40%。ダークブルー。

WAP0359280L0MR

クーラーバッグ – マルティーニレーシング®
大きな防水クーラーバッグ。マルティーニレーシング®デザインのバ
ッジ付き。前側の補助コンパートメントはジッパーで閉じることが
でき、取り外し式のショルダーストラップの長さは調整可能。ダーク
ブルー/ライトブルー/ホワイト。 

WAP0359290M0MR

2 in 1メッセンジャーバッグ & リュックサック – エッセンシャ
ルコレクション
バッグとバックパックの両方として使える実用的な2-in-1タイプの
バッグ。16本のプラスチックボトルからリサイクルされた素材で作
られています。耐久性に優れ、お手入れも簡単な素材製。フロント
に“PORSCHE”ロゴ入り。メインコンパートメントには、スマートフ
ォンやキーなどが入るオーガナイザーが備わり、タブレットやノー
トPC用のパッド入りコンパートメントも付属しています。ブラック。

WAP0359450NSCH 

バックパック、ブラック – エッセンシャルコレクション
実用的なバックパック。15本のプラスチックボトルからリサイクル
された素材で作られています。耐久性に優れ、お手入れも簡単な
素材製。フロントに“PORSCHE”ロゴ入り。メインコンパートメント
には、スマートフォンやキーなどが入るオーガナイザーが備わり、
タブレットやノートPC用のパッド入りコンパートメントも付属して
います。ブラック。

WAP0350080NSCH 

New New
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ポルシェペットコレクションのドッグアクセサリーは、丈
夫で耐久性に優れているのみならず、軽量も特筆 され
るモダンな織物素材を使用しています。ドッグリ ードと
カラーは、必要な状況であなたの愛犬の安全 を確保
するとともに、快適な着用感も提供します。

高品質なカラーのクリップは亜鉛合金ダイカスト製 
で、“PORSCHE”ロゴが刻印されています。リードも、 
小さなメタルプレートに“PORSCHE”ロゴの刻印が 
あります。どちらの製品も、S、M、Lのサイズをご用意 
しています。

現代的な素材と考え抜かれたデザインにより、快適 
性と日常ユースでの実用性を最大限に高めていま 
す。これはポルシェの製品として当然のことです。け 
れども、このコレクションの路上におけるスポーティ 
さについては、あなたの相棒の冒険心の強さに左 右
されることになります。 

ポルシェペットコレクションは、毎日のお散歩にちょっ
とした楽しみを付け加える、ポルシェの遺伝子を受け
継いだ初のペット用コレクションです。 

ポルシェ ペットコレクション

 



ドッグカラー – ポルシェ ペット用品
丈夫な素材で作られたドッグカラー（ポリエステル100%）。亜鉛合 
金100%のバックルに“PORSCHE”ロゴのエンボス加工。サイズ3 
種類。グレー。

WAP0306000K001 [S | 20 × 350 mm],  
WAP0306000K002 [M | 25 × 500 mm],  
WAP0306000K003 [L | 32 × 650 mm]
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ドッグリード – ポルシェ ペット用品
丈夫な素材で作られた機能的なドッグリード（ポリエステル 
100%）。“PORSCHE”ロゴがエンボス加工されたメタルプレート 
付き。メタルエレメントは亜鉛合金100%。サイズ3種類。グレー。 
 
* 供給終了になります。

WAP0306010K001 [S | 20 × 2.000 mm],  
WAP0306010K002 [M | 25 × 2.000 mm],  
WAP0306010K003 [L | 32 × 2.000 mm]
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ポルシェ オリジナルの洗練されたライフスタイルアク
セサリーには、ポルシェのエンジニアとデザイナーの
アイディアが込められています。インテリジェントな創
意工夫によって生まれ変わったオリジナルの車両パ
ーツが、スポーツカーエンスージアストのオフィスやリ
ビングルームにスポーティなアクセントを添えます。 

世界文学の初版本でも現代画家の絵画でも、私たち
は特にオリジナルという点に強く魅了されます。 
ポルシェ オリジナルも最大の魅力はそれが 
オリジナルであるということに尽きます。

ポルシェ オリジナル



            

 
 

911モータースポーツボンネット
オリジナルのポルシェクレストが付いた、歴史に残るポルシェ 
911 [G Series]の純正ボンネット。ホワイト。高品質デコレーション
付き。ポピュラーなモータースポーツペイント仕上げにインスパイ
アされたデザイン。マグネット。壁掛け用のマウントとドリルテンプ
レートが付属。サイズ：約120 × 130cm。重量：約15kg。受注生産品。 

WAP0503000MSFG

911ザルツブルクボンネット 
オリジナルのポルシェクレストが付いた、歴史に残るポルシェ 
911 [G Series]の純正ボンネット。レッド。伝説的な917ザルツブルク
カラースタイルの高品質デコレーション付き。マグネット。壁掛け用
のマウントとドリルテンプレートが付属。サイズ：約120 × 130cm。
重量：約15kg。受注生産品。

WAP0503010MSFB 

911   エクスクルーシブボンネット
オリジナルのポルシェクレストが付いた、歴史に残るポルシェ 
911 [G Series]の純正ボンネット。ゴールデンイエローメタリック。
ブラックの高品質なストライプデコレーション付き。マグネット。 
壁掛け用のマウントとドリルテンプレートが付属。サイズ： 
約120 × 130cm。重量：約15kg。受注生産品。

WAP0503050MEXC

911マルティーニレーシング®ロリポップボンネット
オリジナルのポルシェクレストが付いた、歴史に残るポルシェ 
911 [G Series]の純正ボンネット。シルバーメタリックに塗装され
たボンネット。高品質なマルティーニレーシング®のトリムとスタート
ナンバー8付き。マグネット。壁掛け用のマウントとドリルテンプレ
ートが付属。サイズ：約120 × 130cm。重量：約15kg。受注生産品。 

WAP0503020MMR1 

911マルティーニレーシング®ボンネット
オリジナルのポルシェクレストが付いた、歴史に残るポルシェ 
911 [G Series]の純正ボンネット。シルバーメタリックに塗装された
ボンネット。高品質なマルティーニレーシング®のトリム。マグネット。 
壁掛け用のマウントとドリルテンプレートが付属。サイズ： 
約120 × 130cm。重量：約15kg。受注生産品。 

WAP0503030MMR1 
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ポルシェクラシックボトルクーラー
初期の空冷911モデル [Gモデル] の冷却フィン付オリジナルシリン 
ダーで作られたボトルクーラー。アルミニウム製。ドイツ製。 

WAP0500600C



    
911スカルプチャー – リミテッドエディション
911ターボ[992]の純正ボディパーツを用いた立体的なウォールイ
ンスタレーション。高品質のテクスチャー仕上げフィルムが張られ
たウォールパネルに、911ターボ[992]のシルエットが描かれてい
ます。ボディサイドパネルは未処理・未加工のアルミ製。5分割式の
ウォールパネルはアルミ製で、マットブラックで塗装され、 
シルバーアルマイト仕上げのフレームで縁取られています。 
全世界で30点の限定品。リミテッドエディションの銘板付き。 
寸法：約4,800 × 1,480 × 550mm。重量：約45kg。ドイツ製。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP0500150N0SK 

211210

New

 

カムフォロワーキーリング – 911 GT3
オリジナルのGT3カムフォロワーから作られたキーリング。 
ポリッシュドシルバーカラー、キーリングには Porscheを刻印。 

WAP0500100MGT3

ポルシェ オリジナル



  
911サウンドバー スペシャルエディション –  
リミテッドエディション*
911サウンドバー スペシャルエデ ィション：Dolby Atmos®デコー
ダー搭載のハイエンド2.1chバーチャルサラウンドシステム。ポル
シェ 911GT3の純正エグゾーストシステムをサブウーファーのエ
クステンションとして使用。出力300W。液晶 ディスプレイとOSD 
（オンスクリーンディスプレイ）を装備。Wi-Fi対応。 

Chromecast built-in™を搭載し、 マルチルーム再生が可能で、 
Spotify®をはじめとする各種プレミアムストリーミングサービスに
対応。 GOOGLE® AndroidおよびiOSに対応。赤外線リモコン付属。 
500個限定生産。ホワイト/ブラック。 ドイツ製。ポルシェオリジナ
ル。 
 
* 供給終了になります。

WAP0501110LSPE
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911 スペシャルエディション スピーカー
ポルシェ911 GT3の純正テールパイプを使用した、ハイエンド
Bluetooth®スピーカー。ヘアライン加工されたアルミ製ハウジン
グ。縁はハイグロス仕上げ。Bluetooth® 4.0およびaptX®テクノロ
ジーにより、スマートフォン、タブレット、PCから、CDクオリティで
音楽をワイヤレス転送します。システムパワー60W。 
True Wirelessモード。NFCテクノロジーは、末端機器との間にシン
プルな接続を構築。最大24時間のバッテリー寿命を確保。 
シルバーカラー/ブラック。寸法：約290 × 155 × 120mm。 
重量：約3.3kg。ドイツ製。 
 
* 供給終了になります。

WAP0501100L
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911スピーカー
ポルシェ911 GT3のオリジナルのエンドパイプカバーがハイエンド 
Bluetooth®スピーカーに生まれ変わりました。アルミニウムケース
付。スマートフォン、タブレット、PCからワイヤレスでCDクオリティの
音楽を伝送するBluetooth®4.0およびaptX®テクノロジー。出力
60W。トゥルーワイヤレスモード。NFCテクノロジーによりスピーカ
ーとデバイスを簡単に接続。バッテリー持続時間：最大24時間。 
ブラック。サイズ：約290 × 155 × 120mm。重量：約3.3kg。ドイツ製。 
 
* 供給終了になります。

WAP0501100J
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ホイールリムウォールクロック
ポルシェ911の現行モデルに採用されているRSスパイダーデザイ
ンの純正ホイールリムを用いたウォールクロック。スーパールミ
ノバ仕上げの針が夜間に光ります。“PORSCHE”ロゴ入り。壁掛
け用のマウントが付属します。重量：約8.7kg。 

WAP0700110L
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ブックスタンド
ポルシェ911カレラのブレーキディスクから作製。ブラックで塗装
されたブラケットに取り付け。脚部はラバー仕上げ。フルリバーシ
ブルタイプ。ドイツ製。 

WAP0500020F

219

ウォールシェルフGT3カップ
オリジナル911 GT3カップ[991]リヤスポイラー。サイドに
は“PORSCHE”のロゴ。新たに開発された陽極処理アルミニウム
のブラケット付きで、壁への取り付けが簡単。カーボンウィングは
ブラックで塗装。重量：約4–5kg。最大耐荷重：120kg。サイズ[ブラ
ケットを除く]：171 × 30 × 15cm。ドイツ製。 

WAP0500060E

ポルシェ オリジナル

 
 



    
911ペンホルダー
ポルシェ911カレラ[992]ラのスポーツエグゾーストシステムの純
正テールパイプを使用した高品質ペンホルダー。ギフトパッケージ
入り。アルミニウム90%、プラスチック10%。ブラッ ク。ドイツ製。 
ポルシェオリジナル。

WAP0502000MSTH
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911ワイヤレス充電ピストン 
モダンなワイヤレス充電技術とポルシェ純正品の融合。911ワイヤレ
ス充電ピストンは、ポルシェ 911ターボ[992]の純正ピストンででき
ています。Studio F. A.  Porsche独特のデザインです。表面はマット
ブラックで仕上げられ、ポルシェ クレストがあしらわれています。
充電中はグリーンのLEDライトが点灯し、最大出力は15Wです。 
USB Type C接続。ドイツ製。 
 
* 日本市場には導入されません。 

WAP0800010LWCP
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 Porsche Driver’s Selectionのアクセサリーがあれ
ば、自宅やオフィスで、さらには職場に行き来する間
にもポルシェの雰囲気を味わうことができます。 
ハンドルを握ることがほとんどない人々のため
に、 Porsche Driver’s Selectionでは、毎日使うこと
ができるスポーティなアクセサリーを用意しました。
オフィス用品、魅力的なキッチン用品、そしてこだわ
りのアクセサリーが、空間の中にスポーツカーへの
情熱をもたらします。

ホーム・アンド・オフィス
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コレクターズマグNo.4 – リミテッドエディション –  
917“ピンクピッグ”
コレクターズマグNo.4、磁器製。10,000個限定生産。ポルシェクレ
ストをイメージしたポルシェ専用のデザイン。伝説的な917 
“ピンクピッグ”のデザイン。Design by Studio F. A.  Porsche。 
上質なギフトパッケージ入り。食洗機対応。 

WAP0506700M917

コレクターズエスプレッソカップNo.4 – リミテッドエディシ
ョン – 917“ピンクピッグ”
5,000個限定生産。エスプレッソカップとソーサー2客セット。 
ポルシェクレストをイメージしたポルシェ専用のデザイン。 
Design by Studio F. A.  Porsche。伝説的な917“ピンクピッグ”に
インスパイアされたデザイン。上質なギフトパッケージ入り。食洗機
対応。 

WAP0506600M917

ハイボールグラス2個のセット – 917“ピンクピッグ” 
伝説的な917“ピンクピッグ”デザインの高品質ハイボールグラス2
個セット。Design by Studio F. A.  Porsche。グラス1個当たりの容
量は約450mℓ。 

WAP0506800M917

サーモフラスコ – 917“ピンクピッグ”
二重構造のステンレススチール製。伝説的な917“ピンクピッグ”の
デザイン。ストッパーは、ポルシェ車のセンターロッキングにインス
パイアされた形状です。容量：約1.0ℓ。 

WAP0506900M917

コレクターズカップ No.5 – レーシングコレクション
“レーシング”デザインのコレクターズカップ No.5。磁器製。  
限定品。ポルシェ クレストのデザインにインスパイアされた特別な
カップ形状。Design by Studio F. A.  Porsche。上質なギフトパッ
ケージ入り。食洗器対応。ドイツ製。

WAP0504010NRTH 

New New

コレクターズ エスプレッソデュオ No.5 – レーシングコレ
クション
“レーシング”デザインのエスプレッソカップ セット No.5。磁器製。  
限定品。ポルシェ クレストのデザインにインスパイアされた特別な
カップ形状。Design by Studio F. A.  Porsche。上質なギフトパッ
ケージ入り。食洗器対応。ドイツ製。

WAP0504020NRTH 



     

コレクターズマグ No. 3 – リミテッドエディション –  
917ザルツブルク
コレクターズマグNo.3、917ザルツブルク50周年記念。磁器製。 
10,000個限定生産。ポルシェクレストをイメージしたポルシェ専
用のデザイン。Design by Studio F. A.  Porsche。1970年のル・マ
ン24時間で総合優勝を果たしたスートナンバー23の車両のカラー
リングがモチーフ。レッド/ブラック/ホワイト – オリジナルのレーシ
ングカラー。上質なギフトパッケージ入り。食洗機対応。ドイツ製。

WAP0506040M917
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コレクターズエスプレッソカップNo. 3 –  
リミテッドエディション– 917ザルツブルク
5,000個限定生産。917ザルツブルクの50周年を記念したエスプレッ
ソカップとソーサー2客セット。ポルシェクレストをイメージしたポルシ
ェ専用のデザインDesign by Studio F. A.  Porsche。1970年のル・ 
マン24時間で総合優勝を果たしたスタートナンバー23の車両の
カラーリングがモチーフ。レッド/ブラック/ホワイト – オリジナル
のレーシングカラー。上質なギフトパッケージ入り。食洗機対応。 
ドイツ製。

WAP0506050M917
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標準ポルシェ クレストカップ 
ポルシェのエンジンのピストンをイメージして2本の溝を切った、ポ
ルシェ専用デザインの小型の磁器カップ。ポルシェクレストとクラシッ
クなゴールドリングによって、このニューエディションのクレストカッ
プは完璧なものとなっています。Design by Studio F. A.  Porsche。 
ギフトパッケージ付き。食洗機対応。ドイツ製。 

WAP0506060MSTD

ポルシェ クレスト エスプレッソデュオ 
ポルシェのエンジンのピストンをイメージして溝を切った、ポルシェ専用デザインの2組の磁器エスプレッソデュオカップとソーサーのセ
ット。ポルシェ クレストとクラシックなゴールドリングによって、完璧なデザインとなっています。Design by Studio F. A.  Porsche。 
ギフトパッケージ付き。食洗機対応。ドイツ製。 

WAP0506080MESP

大型標準ポルシェ クレストカップ
ポルシェのエンジンのピストンをイメージして2本の溝を切った、
ポルシェ専用デザインの大型の磁器カップ。ポルシェクレストとク
ラシックなゴールドリングによって、完璧なデザインとなっていま
す。Design by Studio F. A.  Porsche。ギフトパッケージ付き。 
食洗機対応。ドイツ製。 

WAP0506070MBIG
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ロングドリンクグラス2個セット、クレスト
ポルシェ クレストがモノクロームであしらわれています。 
容量：約450ml。食洗器対応。

WAP0505010NLGL 

ワインボトルストッパー
ポルシェセンターロックキャップがモチーフ。 

WAP0501200G

ボトルオープナー
ポルシェセンターロックキャップがモチーフ。栓抜き。 

WAP0501100G

ロングドリンクグラス2個セット – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®デザインの高品質鉛クリスタルグラス[機械吹き]。 グラスとリファインメント：マルティーニ・レーシング® 
カラーのモチーフ。ブルー/レッド/ブラック。ドイツ製。 

WAP0505000L0MR

New

ドリンクボトル – モータースポーツファンウェア
スクリュートップ、“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴ入り、半透
明のドリンクボトル。ストリートでも、サーキットでも最適なボトル。
プラスチック70%、ポリプロピレン30%。ブラック。 
 
* 供給終了になります。

WAP0500040LFMS
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サーモス カップ – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®デザインの高品質断熱カップ。二重構造 
のステンレススチール製。100%漏れ防止の蓋。温冷両方の飲み物 
の温度を保ちます。容量：約0.45ℓ。

WAP0505500K

サーモスフラスコ – マルティーニレーシング®
二重構造のステンレススチール製。ダークブルーにライトブルー/
レッドのストライプが印象的なマルティーニレーシング®デザイン。
ファスナーは、ポルシェ車のセンターロッキングにインスパイアさ
れた形状です。容量: 1ℓ。

WAP0500620L0MR

サーモスカップ – 911 GT3
ステンレススチール製二重構造の高品質の保温カップ。本体には
ポルシェクレストが飾られ、フタには“PORSCHE”ロゴがエンボス
加工されています。ホットドリンクを温かく、コールドドリンクを冷
たく保ちます。シャークブルー。容量：約450mℓ。 

WAP0500660MD5C

ガラスデカンター
ポルシェ クレストがモノクロームであしらわれています。Design 
by Studio F. A.  Porsche。フタのデザインは、ポルシェ車のフュー
エルフィラーキャップをイメージしたもの。注ぎ口は90°回すと開
閉できます。容量：約1.4L。

WAP0505020NKGL 

サーマルフラスコ
二重構造のステンレススチール製。本体にポルシェクレスト付。キ ャ
ップはポルシェのセンターロッキング機構にインスパイアされた 
デザイン。容量：約1ℓ。 

WAP0500620K

New

サーモスカップ“ピンクピッグ”
ステンレススチール製二重構造の高品質の保温カップ。1971年の
917/20-001のボディを飾った伝説的な“ピンクピッグ”ペイントにイ
ンスパイアされたデザイン。本体にはポルシェ クレストが飾られ、フ
タには“PORSCHE”ロゴがエンボス加工されています。ホットドリン
クを温かく、コールドドリンクを冷たく保ちます。約450㎖。上質なギ
フトパッケージ入り。

WAP0506250L917

ホーム・アンド・オフィス
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サーモスカップ
ステンレススチール製二重構造の高品質の保温カップ。完全密閉
可能なフタ付。本体にはポルシェクレストが飾られ、フタに
は“PORSCHE”ロゴがエンボス加工されています。ホットドリンク
を温かく、コールドドリンクを冷たく保ちます。容量：約0.45ℓ。

WAP0500630H [ ブラック ], 
WAP0500640H [ ステンレススチール] 
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アイスキューブフォーム
911 シルエットデザインのアイスキューブ。チョコレート作り  
にも最適。シリコン製。 

WAP0500160F

 
 

ソルトミルとペッパーミル*
高品質のセラミック製粉砕機構を備えたミルの2個セット。 
上部のデザインはポルシェ センターロック機構にインスパイアさ
れたもの。粉砕レベルは調節可能。ステンレス製。高さ：約18cm。 
直径：4.5cm。 
 
* 日本市場には導入されません。 

WAP0500140E

テーブルクロック – マルティーニ・レーシング®
ポルシェ車両のスポーツクロノクロックに基づいたデザイン。マ ル
ティーニ・レーシング®デザイン。アラームとカウントダウン機 能。エ
ンジンサウンドによるアラーム。アナログとデジタルによる 時刻表
示。液晶ディスプレイ。デジタル時刻表示は12時間または 24時間形
式。カレンダー表示は2つの形式：日-月-年または月- 日-年。高さ： 
約11.5cm。ブラック/ホワイト/ダークブルー/ライトブルー/レッド。 

WAP0701020K0MR

サーモスカップ XL
ステンレススチール製二重構造の高品質の保温カップ。ブラックの
粉体塗装仕上げ。密閉可能なフタ付。本体にはポルシェ クレストが
飾られ、フタには“PORSCHE”ロゴがエンボス加工されています。
ホットドリンクを温かく、コールドドリンクを冷たく保ちます。容量：
約900ml。

WAP0500680M002 

サーモスカップ – レーシングコレクション
ステンレススチール製二重構造の高品質の保温カップ。伝説的な“
レーシング”デザインが魅力です。密閉可能なフタ付。本体にはポ
ルシェ クレストが飾られ、フタには“PORSCHE”ロゴがエンボス加
工されています。ホットドリンクを温かく、コールドドリンクを冷たく
保ちます。容量：約450ml。

WAP0504030NRTH 

New New
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カーボンシェイクペン
ポルシェデザインが独占的に製品化した革新的な作動機構
を持つ筆記具。ペンを握って手首を軽く振るだけで自動的に
ペン先が展開および格納します。グリップ部はブラックのカー
ボン。エンド部は光沢のあるステンレススチール。エンド部
に“PORSCHE DESIGN”ロゴ。ドイツ製。

WAP3140BP0K103 

シェイクペン
ポルシェデザインが独占的に製品化した革新的な作動機構を持つ
筆記具。ペンを握って手首を軽く振るだけで自動的にペン先が展
開および格納します。グリップ部はブラックの天然ゴム。エンド部は
マットクローム。エンド部に“PORSCHE DESIGN”ロゴ。ドイツ製。

WAP3140BP0K101

カーボンビッグシェイクペン
ポルシェデザインが独占的に製品化した革新的な作動機構
を持つ筆記具。ペンを握って手首を軽く振るだけで自動的に
ペン先が展開および格納します。グリップ部はブラックのカー
ボン。エンド部は光沢のあるステンレススチール。エンド部の
ステンレススチール製クリップに“PORSCHE DESIGN”ロゴ。
ドイツ製。

WAP3142BP0K100

テックフレックスローラーボールペン
ポルシェデザイン製のスタイリッシュな筆記具。ステンレススチール製の糸で緻密に編まれたハイテ
クメッシュパターンには伸縮性があります。フロントとエンド部は真鍮製でパラジウムコーティング
仕上げ。クリップ付のシーリングキャップ。ドイツ製。

WAP3110RB0K202 [シルバーカラー],
WAP3110RB0K100 [ブラック]
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テックフレックスボールペン
ポルシェデザイン製で、革新的な作動機構を備えたスタイリッシュなボールペン。ステンレススチー
ル製の糸で緻密に編まれたハイテクメッシュパターンには伸縮性があり、機構作動時に縮みます。フ
ロントとエンド部は真鍮製でパラジウムコーティング仕上げ。ドイツ製。

WAP3110BP0K202 [シルバーカラー],
WAP3110BP0K100 [ブラック]
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ポルシェシートバレル – マルティーニレーシング®
由緒正しいカラーリングが魅力のシートバレル。マルティーニレー
シング®デザインで、座面パッド付き。屋内外の使用に対応。 
高さ約60cm。ドイツ製。 

WAP0501000MSFS

ポルシェシートバレル – 917ザルツブルク
由緒正しいカラーリングが魅力の円柱型スツール。917ザルツブル
クのデザインがモチーフ。座面パッド付き。屋内外の使用に対応。
高さ約60cm。ドイツ製。  

WAP0501010MSFS

ポルシェシートバレル – 917“ピンクピッグ”
由緒正しいカラーリングが魅力のシートバレル。917“ピンクピッ
グ”のデカールで仕上げられています。座面パッド付き。屋内外の
使用に対応。高さ約60cm。ドイツ製。  

WAP0501020MSFS

ホーム・アンド・オフィス

レザーマウスパッド
クレストをモチーフにしたデザインで、“PORSCHE”ロゴがエンボ
ス加工されたマウスパッド。裏面は滑り止め加工。レザー製。

WAP0500020MPAD 

New
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こうした理由から、 Porsche Driver’s Selectionでは
細部まで忠実に再現したポルシェミニチュアのUSB
スティック、質の高いコンピューターアクセサリー、そ
して優れたサウンド機器など、豊富な種類の製品を
提供しています。これらを使えば、スポーツカーファン
はレースの雰囲気を少しばかり味わうことができる
でしょう。

ポルシェパフォーマンスの真髄は、あらゆるモビリティ
の形で体現されると私たちは考えています。デジタル
機器もその形の一つ。ポルシェスポーツアクセサリー
にも電子機器があるべきなのです。 

電子機器

 



電子機器240

USBスティック – 車両キー
保存容量64GBのUSBスティック。現行ポルシェの車両キーの時代
を超越したデザイン。

WAP0507150M001
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コンピューターマウス – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®スタイルのワイヤレスマウス。使用中に 
テールライトストリップが点灯します。エルゴノミクスに優れた形 
状。 プラスチック製。ブラック/ブルー/レッド。 

WAP0808100K

917ワイヤレスマウス
ワイヤレス接続：スタートナンバー23の伝説的なポルシェ917のレ
ッドとホワイトのデザインのマウスは、ワイヤレス接続で簡単にPC
へ接続できます。人間工学を考慮したデザインにより、長時間でも
快適に作業することができます。 

WAP0508110M917
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コレクターの皆様向けの特別なアイテムとして、2つ 
のリミテッドエディションをご用意しました。高品質ア 
ートプリントとポルシェの伝説的なモデルの精巧なミ 
ニチュアを収めたエレガントなコレクターズボックス 
です。

 Porsche Driver’s Selection のカレンダーとノートブ 
ックは、ポルシェエンスージアストの日々の生活にス 
ポーツカーの魅力をお届けします。次のミーティング 
のためのノートブックとして、個人的なアイディアを 
書き留めるスケッチブックとして、あるいは毎日目に 
するウォールカレンダーとして、使うたびにスポーツ 
カーへの情熱を再確認することができます。スポーツ 
カーの将来に向けて奮闘する私たちに、一年365日、 
インスピレーションを与えてくれます。

カレンダーおよび本
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911アートエディション“タイムレス マシーン” – リミテッドエディション 
ポルシェ911のデザイン変遷を綴った特別なアートエディション。911個限定生産。1/43スケールのモデルカー2台セット[1964年の901クーペと2018年の8世代目911]、8枚の写真とデザイン画を収録したアート
フォルダー。グローブと高品質リネン裏地のエディションボックス。手書きの限定番号付。 

WAP0929190K

 

『911 × 911』
スポーツカーの象徴、ポルシェ911のヒストリーが誕生から現在ま
で綴られています。公式アーカイブからの写真、図面、広告などを多
数収録。 

WAP0920900K

『From 0 to 911』
このイラスト入りの児童書は、ポルシェ911を愛する人なら、年齢を
問わず誰でもお楽しみいただけます。最初のコンセプトから、さまざ
まなモデルへの発展の道筋が詳しく綴られています。

WAP0409110JDEU

『70 Years of  Porsche Sports Cars』
スポーツカーの象徴、ポルシェ911のヒストリーが誕生から現在ま 
で綴られています。公式アーカイブからの写真、図面、広告などを 
多数収録。70年に及ぶポルシェの歴史と伝統と進化を多数の写真 
と技術的な解説とともに綴ります。 

WAP0920700K
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ノートブック
ブラックのカバー。90g/m²。切り離しやすいようにミシン目入り。ボールペン付。フロントセクションにファイリングシステム付。サイズ：約15 × 18.8cm。ドイツ製。 

WAP0920050D  

 
カレンダーおよび本

ポスターセットタイプ7
ポルシェの両サイドはチョコレートのような滑らかさ。当初からタイプ7を支えその姿を追ってきたステファン・バウアーは、このマシンをモチーフとして美しく撮影した写真でそのことを証明しています。2つのモ
チーフで構成されるこの限定ポスターセットのために、ステファンは、ロサンゼルスの揺らめくネオンの光の下でポルシェ964の姿を完璧にとらえました。特別な車と特別なコラボレーションの証ともいえるポス
ターです。サイズ：50 × 70cm。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP0924600MTP7
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ポスターセット – 917“ピンクピッグ”。
2つのポスターで構成されるポスターセット。モチーフ1：917/20“ピンクピッグ”。モチーフ2：コースを背景にした“ピンクピッグ”のオリジナルレーシングポスター。サイズ：50 × 70cm。 

WAP0924500M917
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このコレクションのレザー製品は熟練の職人によって
丹念に仕上げられており、ブランドアピールも控え目
で、日常生活のお供として末永くご愛用いただけます。
各製品には“PORSCHE”ロゴまたはポルシェクレスト
のエンボス加工が施されています。

耐久性と柔らかさ。自然な肌触りと高級な見た目。高
品質のレザーは相反するものを調和的に結びつける
ことによって特別な魅力を生み出していま
す。 Porsche Driver’s Selectionのレザーアクセサリ
ー製品は、優れた素材にもうひとつの特徴を与えて
います。それは個性です。 

レザーアクセサリー

 



 
 

メンズ ウォレット – ヘリテージ
上質な牛革製ウォレット。ポルシェ ロゴのエ ンボス加工。コインポ
ケット、各種仕切り付。仕切り付き札入れ。ヨーロッパ製。牛革60%
、ポリエステル30%、マイクロファイバー10%。アスファルトグレー
にボルドーレッドのディテール。 

WAP0300350LHRT

レディース ウォレット – ヘリテージ
上質な牛革製ウォレット。ポルシェ ロゴのエンボス加工、ジッパー
付。ジッパー式の大型コインポケッ ト、各種仕切り付。札入れは2つ
の仕切り付き。ヨーロッパ製。牛革60%、ポリエステル30%、マイク
ロファイバー10%。アスファルトグレーにボルドーレッドのディテール。 

WAP0300340LHRT

クレジットカードケース – ヘリテージ
上質な牛革製クレジットカードケー ス。ポルシェ ロゴのエンボス
加工。クレジットカードを8枚収納可能、追加の仕切り付。仕切り付
き札入れ。ヨ ーロッパ製。牛革60%、ポリエステル30%、マイクロフ
ァイバー10%。アスファルトグレーにボルドーレッドの ディテール。 

WAP0300360LHRT

レザーアクセサリー252 253
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メンズウォレット
高品質仔牛革製。ポルシェクレストのエンボス加工。札入れ、 
コインポケット、各種カードスリット、メッシュポケット付。 
サイズ：約12 × 9.5 × 1.5cm。ブラック。

WAP0300310K

レディースウォレット
高品質仔牛革製。ポルシェクレストのエンボス加工。実用的な内部レイアウト、各種ポケット付。サイズ：約19 × 11 × 2.5cm。 
ブラック。 
 
* 供給終了になります。

WAP0300300K
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コンビネーションフォルダー
高品質仔牛革製。ポルシェクレストのエンボス加工。車両書類、旅行用書類、クレジットカード、筆記用具入れなどに最適。 
サイズ：約23 × 14 × 2.5cm。ブラック。

WAP0300350K

クレジットカードホルダー
高品質仔牛革製。ポルシェクレストのエンボス加工。 
サイズ：約10.5 × 8.5 × 1.0cm。ブラック。

WAP0300360K
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キーポーチ
高品質仔牛革製。ポルシェクレストのエンボス加工。ブラック。 

WAP0300370K

 

ラップトップスリーブ
13インチまでのデバイス用。高品質レザー製。ポルシェクレストの
エンボス加工。ブラック。 
 
* 供給終了になります。

WAP0300100K

メンズレザーベルト
バックル付のクラシックなベルト。最長120cmまで長さ調節可能。
ベルト幅: 3.5cm。牛革製。ブラック。ドイツ製。 
 
* 供給終了になります。

WAP0803700E
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メンズレザーグローブ – クラシック
ドライバー用メンズグローブ、前面と裏面に目打ちが2列。手のナ
ックル4カ所にそれぞれ丸く切り抜くようにステッチ。手の甲側に
アンティックブラス製スナップ、“PORSCHE” ブランディングロゴ
付。ライニングなし。ラムナッパ革100%。ブラック。サイズ：S、M、L。 
 
* 供給終了になります。 

WAP519001-0030H

レディースレザーグローブ – クラシック
レディース用ドライビンググローブ。手の甲側はパーフォレーション
レザー、手のひら側はスムーズレザー。ナックル部の4つの穴は縁
にパイピング加工。手の甲側のアンティーク調真鍮ボタン
は“PORSCHE”ロゴ入り。裏地なし。ラムナッパ革100%。ブラック。
サイズ：S、M、L。 
 
* 供給終了になります。 

WAP518001-0030H

エッセンシャルコレクション ユニセックス リバーシブルベ
ルト
ピンバックル付のリバーシブル レザーベルト。標準長さ 140cm 調
整式。バッ クルにポルシェロゴ入り。ギフトパッケージ入り。ドイツ
製。ベルト：牛革100%。バックル：ザマック100%。 
ブラック/ブラウン。 

WAP6600090MESS



259アクセサリー

はっきりと言えるのは、 Porsche Driver’s Selection 
のどのアクセサリーも、最高の材質、スポーティさ、エ
レガントなデザイン、インテリジェントなディテール、
そして妥協のない高品質な仕上がりなど、あらゆる
面でこだわりがあるということです。そして、これらの
限定アクセサリーは、ごく当たり前な日常のアイテム
へと変わるのです。

機能的？それともエレガント？珍しいもの？それとも
普段の使用に適したもの？ポルシェには、「どちらか」、
「それとも」という選択肢はありません。 
すべてのものが一緒になって完全に機能し、 
インテリジェントな全体のコンセプトとして効果を発
揮するときにのみ、そのアイデアにポルシェクレスト
が与えられます。

アクセサリー
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ユニセックス ベルト – アーバンエクスプローラー
無段階調整式ベルト。取り外し可能なバックルに“PORSCHE” 
ロゴのエンボス加工。サイズ：S [80cm]、M [95cm]、L [110cm]、 
XL [125cm]。ベルト：ポリエステル100%。 バックル：亜鉛96%、 
アルミニウム4%。ブラック。 
 
* 供給終了になります。

WAP20000S–0XL0LUEX

ストラップ – GT4クラブスポーツ*
スマートフォン保持用の脱着式ネット（シリコン100%、カードスロッ
ト付）が組み合わされたストラップ。カラビナと2個のキーリング 
（2種類のサイズ）、安全留め具（プラスチック100%）が付属します。 
718 ケイマンGT4クラブスポーツの車両カラーリングにインスパイ
アされたデザイン。ストラップ：ポリエステル100%。カラビナとキー
リング：金属100%。ブラック/イエロー。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP3400020LCLS

ストラップ – マルティーニ・レーシング®
脱着式キーリングと旅客機の座席シートベルト型のバックルが付
属。マルティーニレーシングカラー。“PORSCHE” ロゴの刺繍と、マ
ルティーニレーシングポルシェ”のラバーバッジ付。大きなキーリン
グ1つに、小さなキーリングが付属。ストラップ：ポリエステル100%。
カラビナ：亜鉛100%。ブルー/レッド。

WAP5500030LMRH

ストラップ – 911 GT3
911 GT3のドアループにインスパイアされたデザインのショートラン
ヤード。 Porscheロゴ、カラビナ、標準キーリング1個、小型キーリン
グ1個付き。ブルー。

WAP0508010MGT3

ストラップ – トランスアクスルコレクション
ポルシェ928のファンベルトをモチーフにしたデザインのストラッ
プ。“PORSCHE”ロゴとオリジナルのパーツナンバーをプリント。カ
ラビナ、キーリング、安全留め金付。ストラップ：ポリエステル100%。
金属製カラビナ、プラスチック製留め具付。ブラック/ホワイト。 

WAP4200030KHTP

ストラップ – マルティーニ・レーシング®
マルティーニ・レーシング®デザインの編み紐ストップ。脱着式キー
チェーンと安全留め金付き。バンド：ポリエステル100%。ブルー/
レッド。

WAP5500030K
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ストラップ – レーシング
グレーの短いキーストラップ。反射エレメント、スナップフック、スプ
リットリング付。ストラップ：ポリエステル100%。 
 
* 供給終了になります。

WAP0504560H

ストラップ – モータースポーツファンウェア
“PORSCHE”ロゴ入り、安全分離クリップ付のストラップ。 
“PORSCHE MOTORSPORT”ロゴ入りの脱着式キーリング。 
ポリエステル80%、プラスチック10%、メタル10%。ブラック。

WAP0500030LFMS

ストラップ – モータースポーツ
ポルシェ レーシングカーのハーネスにインスパイアされたキースト
ラップ。“PORSCHE MOTORSPORT”バッジと安全ロック付。 
サイズ調節可能。ストラップ：ポリエステル100%。 
ブラック/レッド。

WAP8000030J
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ポルシェクレストキーホルダー
本革製。ポルシェ全モデルのキーに適合。ドイツ製。

WAP0500960E [ホワイト],
WAP0500980H [ベージュ ],
WAP0500920E [レッド ],
WAP0500950E [ブルー ],
WAP0500900E [ブラック ] 

ポルシェクレストキーホルダー
伝説的なポルシェ車のカラーであるスタールビーで飾られた、本
革製のクレストキーリング。すべてのポルシェ車のキーにマッチ。
ドイツ製。

WAP0500300MM3B [スタールビー],
WAP0500200M12H [スピードイエロー] 

レーザーキーリング – モータースポーツファンウェア
ステンレススチール製のキーリング。“PORSCHE MOTORSPORT”のロゴがレーザー加工されていま
す。亜鉛合金90%、メタル10%。シルバーカラー。

WAP0500060LFMS [レーザー加工],
WAP0500050LFMS [カラーレーザー加工] 

ブレーキディスクキーホルダー
オリジナルを忠実に再現し、回転も可能なポルシェブレーキディスクのキーリング。すべてのポルシェ車
のキーに最適。直径：3.5cm。ドイツ製。

NEW. WAP0303050L [ホワイト]   
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クレスト キーリング – ヘリテージ
本革製。すべてのポルシェ車の キーにマッチ。ギフトパッケージ入
り。ドイツ製。リング：真鍮製。ベージュ、ゴールドカラー。 

WAP0500900LHRT

267

 
 

グリルバッジ – 917ザルツブルク
直径：95mm。亜鉛95%、アクリルワニス5%。固定具（ スクリュー）付き。レッド/ホワイト – モチーフとなったモデルと同じ。 

WAP0509170MSZG

917グリルバッジ – マルティーニレーシング®
1971年に伝説のル・マン24時間レースで2度目の総合優勝を果た
した917 KH マルティーニレーシング®をイメージしたグリルバッ
ジ。直径：95mm。亜鉛95%、アクリルワニス5%。 
ドイツ製。 

WAP0508100M0MR

アクセサリー
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ポルシェクレストカフリンクス
エナメル925スターリングシルバー。一部ゴールドのメッキ。
サイズ：約13 × 18mm。

WAP05014015

グリルバッジ – リミテッドエディション – 
マルティーニ・レーシング®
2,000個限定生産。直径：95mm。金属製。固定具[スクリュー]
付属。ダークブルー/レッド/シルバー。ドイツ製。

WAP0508100L0MR

ステッカー – クレスト
あなたから離れません – ポルシェへのあなたの愛のように。
屋内でも屋外でも使用できるポルシェクレストの形のステッカーで、
あなたの鼓動を早めるものを世の中に伝えましょう。

WAP01300050MCST
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ポルシェクレストワッペン
ポリエステル100%。サイズ：53 × 65mm。

WAP10706714

ポルシェクレストバッジ
メタル製。サイズ：約10 × 13mm。

WAP10705010

ポルシェクレストスティックピン
メタル製。サイズ：約10 × 13.5mm。長さ：5.15cm。

WAP104500
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スナップオンケース – iPhone 12/12 Pro用 
マルティーニレーシング®スタイルまたはレザーサーフェスのiPhoneケース。音量ボタン、カメラ、スピ
ーカー、マイク用の穴付き。

WAP0300110MSOC [マルティーニレーシング®], 
WAP0300150MSOC [ポルシェ カラークレスト付き本革製] 

スナップオンケース – iPhone 12 mini用
マルティーニレーシング®スタイルまたはレザーサーフェスのiPhoneケース。音量ボタン、カメラ、スピ
ーカー、マイク用の穴付き。

WAP0300100MSOC [マルティーニレーシング®], 
WAP0300140MSOC [ポルシェ カラークレスト付き本革製] 
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スナップオンケース – iPhone 12 Pro Max用
マルティーニレーシング®スタイルまたはレザーサーフェスのiPhoneケース。音量ボタン、カメラ、スピーカー、マイク用の穴付き。

WAP0300160MSOC [マルティーニレーシング®], 
WAP0300180MSOC [ポルシェ カラークレスト付き本革製] 
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スナップオンケース – iPhone 11 用 
マルティーニレーシング®スタイルのスマートフォンケース。カーナンバー23を付けた917ザルツブル
クのカラーリング、またはレザーサーフェス。音量ボタンのほか、カメラ、スピーカー、マイク用の穴が
付いています。 

WAP0300070L0MR [マルティーニレーシング®]、 
WAP0300080L917 [917ザルツブルク、ポリカーボネート100%], 
WAP0300090L [クレジットカードサイズのカードポケット付きレザー] 

スナップオンケース – iPhone 11 Pro 用 
マルティーニレーシング®スタイルのスマートフォンケース。カーナンバー23を付けた917ザルツブルク
のカラーリング、またはレザーサーフェス。音量ボタンのほか、カメラ、スピーカー、マイク用の穴が付い
ています。 

WAP0300010L0MR [マルティーニ・レーシング®], 
WAP0300020L917 [917ザルツブルク, ポリカーボネート100%], 
WAP0300030LLTH [クレジットカードサイズのカードポケット付きレザー] 
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スナップオンケース – iPhone 11 Pro Max 用
マルティーニレーシング®スタイルのスマートフォンケース。カーナンバー23を付けた917ザルツブルクのカ
ラーリング、またはレザーサーフェス。音量ボタンのほか、カメラ、スピーカー、マイク用の穴が付いています。 

WAP0300040L0MR [マルティーニ・レーシング®], 
WAP0300050L917 [917ザルツブルク, ポリカーボネート100 %], 
WAP0300060L002 LTH [クレジットカードサイズのカードポケット付きレザー] 

アンブレラ – マルティーニレーシング®
マルティーニレーシング®デザインのアンブレラが、雨や日光から保護。実用的なショルダーハンドル付
きのバッグが付属し、持ち運びが簡単。使いやすいスライドで開く操作も快適です。強風の中でも最高
のフレーム柔軟性を発揮する高品質防風システム。安定したグラスファイバー製のレールとツーピース
ポール。下側のポールには地面固定用の先端部を装備。コンパクトなトラベルサイズであるため、スー
ツケースへの収納に最適。 

WAP0500820MSMR
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車両ポケットアンブレラ
きわめて軽量で丈夫なポケットアンブレラ。新型911のサイドドアコ
ンパートメントに収納しておくのに最適。柔軟性に富んだフレーム
構造、耐風システムを備えています。長さ[開いたとき]：約68.5cm、 
長さ[閉じたとき]：約34.5cm。超軽量ポリエステルポンジー100%。
ブラック。ディテール：シルバーカラー。 

WAP0500800L

カー アンブレラ L
きわめて安定感の高いデザイン、そして大きなサイズと軽量性を両
立。ハンドルはエルゴノミックな形状で、特別なコーティングが施さ
れています。下面にはポルシェクレスト付。ポリエステル100%。 
ブラック。

WAP0505700L
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アンブレラXL – マルティーニ・レーシング®
ダブルキャノピー型の大型のアンブレラ。1971年のマルティーニ・レー
シング®917ロングテールをプリント。デュポンテフロンコーティングと
シルバーの反射エレメント付。ファイバーグラス製傘骨付防風システ
ム。下面に“21”の刻印付プラスチック製グリップ。長さ [閉じた状態] 
88.5cm。直径：約120cm。ダークブルー。

WAP0505700J

フラッグ – モータースポーツファンウェア
“PORSCHE MOTORSPORT”ロゴ入りのファンフラッグ。 
サイズ：90 × 60cm。ポリエステル100%。ブラック。ドイツ製

WAP0500070LFMS

アクセサリー
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レースウェア

モータースポーツにかける情熱が観覧席に座っ 
ているだけでは満足できないほど大きいことが 
あります。ポルシェモータースポーツチームのレ 
ーシングウェアを着れば、ポルシェファンなら誰 
でも自分でレーシングドライバーになることがで 
きます。

このコレクションは、頭から足まで、直ぐどんなサーキ
ットでも走れるほどのプロの装備を揃えています。週
末ニュルブルクリング、またはどこかのレーシングシ
リーズのドライバーになるのはいかがでしょう。 

このオーダーメードのエクイップメントは現行のFIA
安全標準に相応しており、最新ワークスチームデザイ
ンでも、ノスタルジックなクラシックデザインエレメン
トでも、お買い求めいただけます。

レースウェア 
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* ポルシェの全レースウェア製品は次の連絡先で承っております。Stand 21 Racewear, Romain Morizot, 12 rue des Novalles, 21240 Talant, France. 

Tel.: +33 [ 0 ]3 80 53 92 24, fax: +33 [ 0 ]3 80 53 92 30. email: info@stand21.fr, web: www.stand21.fr | 価格はお問い合わせください。

ST3000 HSC*
パフォーマンス、快適さ、安全性を最適化。2層。透湿性と伸縮性の
ある素材。付属ポケット、滑らかに仕上げられたスーツ内側の縫い
目、ソフトな襟。プリフォーム加工のスリーブは柔軟なアラミド製ポ
ケット付き。サイズ：0–6およびオーダーメイド。

オーダーメイドハイブリッド* 
適合規格：FIA 8856-2000およびSFI 3.2A Level 5。 
理想的なレーシングスーツの組み合わせ：超軽量で極めて高い浸
湿性。快適で伸縮性のある部分を多く設けています。プリフォーム
加工のスリーブは柔軟なアラミド製ポケット付き。けが防止のため
の内側ベルト。 

オーダーメイド可能なHSC*
適合規格：FIA 8856-2000およびSFI 3.2A Level 5。技術的特徴
のあるユニークなスタイル。透湿性と伸縮性のある素材。プリフォ
ーム加工のスリーブは柔軟なアラミド製ポケット付き。快適で伸縮
性のある部分を多く設けています。 

レースウェア
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* ポルシェの全レースウェア製品は次の連絡先で承っております。Stand 21 Racewear, Romain Morizot, 12 rue des Novalles, 21240 Talant, France. 

Tel.: +33 [ 0 ]3 80 53 92 24, fax: +33 [ 0 ]3 80 53 92 30. email: info@stand21.fr, web: www.stand21.fr | 価格はお問い合わせください。

ポルシェモータースポーツヘルメットバッグ*
シンプルで実用的。ポリエステル製ライナー付き。 
 Porsche Motorsportのロゴ入り。ブラック。 

FHRヘルメットバッグ – ポルシェモータースポーツ* 
ヘルメットを運ぶための必需品。高品質ポリエステル製の頑丈な
ライニング付きヘルメットバッグ。ヘルメット1個と1–2個のFHR
システムに対応。ブラック。

IVOS – Double Duty SNELL*
超軽量で首の筋肉の負担を軽減。さらに、最新のテクノロジーと極
めて高い強度で最大の安全性を発揮。カーボン製アウターシェル、
形状記憶フォームの裏地、オプションのエアインテーク[追加料金]
。FHR対応。透明なバイザー、フェイスシールド、ネジセットが付属。
サイズ：57-65およびオーダーメイドも可能。

IVOS – Double Duty FIA*
超軽量で首の筋肉の負担を軽減。最新のテクノロジーと極めて高い強度で最大の安全性を発揮。カーボン製アウターシェル、形状記憶フ
ォームの裏地、オプションのエアインテーク[追加料金]。FHR対応。透明なバイザー、フェイスシールド、ネジセットが付属。サイズ：57-65
およびオーダーメイドも可能。

IVOS – Jethelm SNELL*
適合規格：SNELL SA 2015/FIA 8859-2015。 
FHRシステムにより安全性が保たれる、自由度の高い 
オープンフェイスヘルメット。さらに、最新のテクノロジーと極め
て高い強度で最大の安全性を発揮。カーボン製アウターシェル、
形状記憶フォームの裏地。FHR対応。フェイスシールド付き。サイ
ズ：57-65およびオーダーメイドも可能。
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Silhouetteレースシューズ – ポルシェモータースポーツ*
適合規格：FIA 8856-2000およびSFI 3.3/5。スペースが限られる狭いコックピットに対応。レッドのアラミド製内層と新しい専用ソール
がペダルとの接触性を改善。足首のパッド、マイクロセルラー、衝撃吸収EVAヒール、人間工学に基づいた丸みのあるATVハイドロカーボ
ンソール。足の甲まで伸びる新しい靴ひもと足首のベルクロストラップのおかげでしっかりとフィット。PORSCHEのロゴ入り。サイズ：36-
47およびUS。

レースウェア

Daytona IIレースシューズ – ポルシェモータースポーツ*
適合規格：FIA 8856-2000およびSFI 3.3/5。バイブレーション
防止のヒールと人間工学に基づいた形状のソールを持つ、良質
で低いカットのシューズ。補助となるマジックテープが高い安定
性を発揮。ヨーロッパサイズ：36-47。ポルシェモータースポーツ
デザイン。

Air-S Speedポルシェモータースポーツ*
適合規格：FIA 8856-2000。透湿性と伸縮性のある耐火性素
材。強化されたヒールと人間工学に基づいた丸みのあるATVハ
イドロカーボンソールを備えることで、シューズの引っかかりを
防止。靴ひもが足首まで伸びるため、しっかりとフィット。サイ
ズ：36-47。

OUTSIDE SEAMS II*
適合規格：FIA 8856-2000およびSFI 3.3/5。バイブレーション防
止用スポンジ。グリップと保護インサートが水ぶくれを防止。プリフ
ォーム加工されたアラミド繊維のパームとフィンガー。手の甲には
耐火パッチ。縫い目を外側にすることで着け心地と快適性を向上。
調整式のアラミド製ストラップ。繊細レザーとアラミドジャージ
製。 Porsche Motorsportのロゴ入り。
サイズ：6-12。
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子供用製品はポルシェクレストを付けることが許され
る全ての製品にふさわしく、最高の品質標準にしたが
って作られ、入念にコントロールされます。小さい子供
たちの場合も大きなサーキットパイロットの場合と同
じように安全が第一だからです。

高性能なエンジン、インテリジェントなテクノロジー、
エアロダイナミックなデザイン。こうしたものへの情
熱は、多くの場合、自分で運転免許を取得するよりも
ずっと早くから生まれます。スポーツカーは幼い子ど
もたちの目にも、飛び切り魅力的に映るのです。自分
のポルシェを持つ夢が実現するまでの待ち時間をう
まく橋渡しするために、 Porsche Driver’s Selection 
はさまざまな玩具とスポーティなお子様向けウェアを
ご用意しています。

キッズ

 



キッズ ポロ – 917ザルツブルク
胸に‘PORSCHE’のプリント が施された3つボタンのショートスリ
ーブポロシャツ。袖に“23”のバ ッジ付。背中に‘PORSCHE’と‘917’
のプリント。ピケ生地。コットン 100%。レッド/ホワイト/ブラック。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP463098-1640MSZG

キッズ Tシャツ – 917ザルツブルク
“917”のアップリケとホワイトの“PORSCHE”プリント入りキッズ 
ショートスリー ブTシャツ。ソフトなジャージー素材：コットン50%
、ポリエステル50%。ユニセッ クス。グレーメランジ。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP461098-1640MSZG

キッズ パーカー – 917ザルツブルク
キッズ パーカ ー。“917”のアップリケとホワイトの“PORSCHE”プ
リント入り。 コットン60%、ポリエステル40%のソフトなスウェット
素材。 ユニセックス。グレーメランジ。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP464098-1640MSZG
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キッズ キャップ – 917ザルツブルク
スタイ リッシュなキッズ ベースボールキャップ。前面にポルシェ
917ザルツブルクのロ ゴのプリント入り。バイザー上面はポルシェ
917ザルツブルクにインスパイアさ れたホワイトプリントデザイ
ン。側面に“23”と“917”のナンバーのプリント。ブラックの面ファス
ナーで自由にサイズを調節可能。素材：コットン100%。グレーメラ 
ンジ/ブラック/レッド。

WAP4600010MSZG

ベビーセット – 917ザルツブルク
ギフトパッケージ入りベビーセット。ポルシェ917ザルツブルクモ チーフのデザイン。アップリケ付きのビブ、Tシャツ、ズボンのセット。ワンサイズ
のみ [62/68]。ソフトなジ ャージー素材：ポリエステル62%、コットン35%、エラスタン3%。グレーメランジ/ブラック/レッド。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP4650020MSZG

287キッズ



キッズ288

ベビーロンパー – モータースポーツ
ポルシェモータースポーツのチームウェアにインスパイアされたベビーロンパー。フロントの片側でスナップボタン留め。足付。 
ワンサイズ（月齢：3-6ヶ月）。コットン100%。ギフトパッケージ入り。ブラック/ホワイト/レッド。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP4300620K  

キッズ ベースボールキャップ – モータースポーツ
“PORSCHE MOTORSPORT”ロゴ、およびオフィシャルスポンサー
のMichelinとMobil 1のロゴが刺繍されています。面ファスナー付
きで、アジャスタブルサイズ。表面素材：ポリエステル100%。裏地：
綿100%。ブラック/レッド/ホワイト。

WAP4300010K  
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ユニセックス キッズ ル・マンTシャツ“ピンクピッグ” –  
モータースポーツ
ユニセックス ファンTシャツ、全面プリント。1971年の917/20のボ
ディを飾った伝説的な“ピンクピッグ”ペイントにインスパイアされ
たデザイン。2018年、911 RSR（カーナンバー92）は同じカラーリン
グでル・マンを走り、クラス優勝を果たしました。ソフトな着心地の
Tシャツ。コットン100%。ピンク/レッド。 

WAP435098-1580K0MS

キッズ

ニット製ステアリングホイール（ガラガラ付）–  
モータースポーツ
ポルシェ モータースポーツ車両のオリジナルステアリングホイー
ルと同じデザイン。ニット製で、ボタンとポルシェ クレストの刺繍入
り。30°Cで洗濯機洗い可。コットン95%、ポリエステル3%、ビスコ
ース2%。ギフトパッケージ入り。ブラック/レッド。

WAP0409010K

“ピンクピッグ”ソフトブランケット
伝説的な917“ピンクピッグ”のデザインでブタの形をした、かわい
らしいソフトなブランケット。

WAP0400020M0ST
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キッズ用クッション
ポルシェのモチーフとロゴ付きのソフトクッション。自動車旅行に
最適なお供です。ツートーンデザイン、表面：レッド、裏面：ブラック。

WAP0401010LKID

キッズ用ブランケット
長距離の自動車旅行のために作られたソフトなブランケット。ポルシェのモチーフとロゴ付き。表面と裏面：レッド。

WAP0401000LKID

291キッズ

トム・タルガのソフトなミニフィギュア
人気のあるポルシェのマスコット、トム・タルガの小さなかわいらし
いフィギュア。吸盤付き。サイズ：約15cm。

WAP0400070MTOM

トム・タルガのソフトなフィギュア
人気のあるポルシェのマスコット、トム・タルガのプラッシュフィギ
ュア。足は可動式。取り外し式のヘルメット付き。サイズ：約30cm。

WAP0400080MTOM

テディベア
ブラウンのテディベア。ソフトな肌ざわりのフラシ天製。小さなお
子様に最適。ポルシェロゴ入りの赤色のTシャツ付き。

WAP0401020LKID



キッズ用バックパック
赤いポルシェモチーフ付きのキッズ用リュックサック。メインコンパ
ートメント、コードハンドルとバックル、ジッパー付きカバーポケッ
ト、伸縮素材のサイドポケットを備え、ゆったりとした収納スペース
を確保。背面パッド、ストラップ、高さ調整、チェストストラップ付き
で、快適に背負うことができます。

WAP0401030LKID 

XLモータースポーツベア
ポルシェモータースポーツレーシングスーツをまとい、ブラックキャ
ップをかぶった大きなテディベア。高さ：約80cm。

WAP0400060M0MS
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911クッション
高品質なぬいぐるみ。長さ：約35cm。

WAP0400020E

『From 0 to 911』
このイラスト入りの児童書は、ポルシェ911を愛する人なら、年齢
を問わず誰でもお楽しみいただけます。最初のコンセプトから、さ
まざまなモデルへの発展の道筋が詳しく綴られています。

WAP0409110JDEU

リフトアウトパズル
ポルシェ911の形をした高品質で丈夫な木製リフトアウトパズル。
10ピースで構成。サイズ：約28 × 12cm。

WAP0400040MSTP

ドミノセット
高品質のドミノセット。28ピース。ポルシェのさまざまなモデルと
ポルシェクレストが描かれたドミノ。約12 × 6cm。木製。

WAP0400030NDOM 

New
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ポルシェエクスペリエンスセンターセット
60個以上の部品があるポルシェエクスペリエンスセンターのオリジナル総合プレイセット。難しいオンロードやオフロードコースも付属。このセンターには特に、ハイブリッド用の充電ステーション、スロープ、洗車
機などが用意されています。セットには5台のポルシェ車が含まれており、すぐに遊ぶことができるようになっています。

WAP0401130MECS

PLAYMOBIL®マカンS – 「消防車」
1体のフィギュアと1台のマカンSで構成されるPLAYMOBIL®プレイ
セット。脱着可能なルーフ、点滅灯、サイレン、照明付きダッシュボー
ドを装備。多くの消防アクセサリーが付属。

WAP0401100MPMF

PLAYMOBIL®プレイセット – 「パトカー」
1体のフィギュアと1台の911カレラ4Sで構成されるPLAYMOBIL®
プレイセット。脱着可能なルーフを装備。
フロント、インテリア、リアのライトが点灯。

WAP0401110MPMP

キッズ

PLAYMOBIL®プレイセット – 「GT3カップ」
1体のフィギュアと1台の911 GT3 Cupで構成されるPLAYMOBIL®
プレイセット。ライトモジュール、コマンドビークル、多くのモーター
スポーツアクセサリーが付属。

* 供給終了になります。

WAP0401120MPMC



      

キッズ296

 
 297キッズ

PLAYMOBIL® セット – ミッションE
PLAYMOBIL® 映画のヒーローカーのオリジナルプレイセット： 
ポルシェ ミッションEコンセプトスタディ、エージェントバージョン。
セット内容：PLAYMOBIL® ミッションE。ヘッドライト点灯機能、リモ
コン、およびBluetooth®-4.0接続機能付。PLAYMOBIL® エージェ
ントキャラクター“レックス・ダッシャー”、アクセサリー、ポルシェEチ
ャージングステーション付（バッテリーは含まれていません）。ホワ
イト。小さな部品による窒息のおそれがあるため、3歳未満のお子
様には適しません。ポルシェ正規販売代理店、ポルシェ オンライン
ショップ、玩具店で販売しています。 
 
＊供給終了になります。 

WAP0408010L 

ライト付きベビーポルシェ
一体型タッチスイッチにより、ヘッドライトとテールライトストリップ
が点灯します（10分後に自動消灯）。滑りにくい安全なステアリン
グホイール、機械式ホーン付き。ワイドで静粛なタイヤ付き。人間
工学を考慮したソフトシート（取り外し可能）。対象年齢：18ヶ月-3
歳。ラバオレンジ。ドイツ製。 

WAP0400050LBBP 

ベビーポルシェ4S
滑りにくい安全なステアリングホイール、機械式ホーン付き。ワイドで静粛なタイヤ付き。人間工学に基づいたソフトシート 
（取り外し可能）。ヘッドライトとリアライトは3Dプラスチック部品。対象年齢：18ヶ月-3歳。リザードグリーン。ドイツ製。

WAP0400040J

NewNew

ベビー ポルシェ
滑りにくい安全なステアリングホイール、機械式ホーン付き。  
ワイドで、静粛なタイヤ付き。人間工学を考慮したソフトシート 
（取り外し可能）。ヘッドライトとテールライトは、3Dプラスチック
部品。対象年齢：18ヶ月-3歳。マイアミブルー。  
ドイツ製。

WAP0400010M0BP 

New

LEGO®クリエイターセット 911ターボ & 911タルガ
1,458ピースのセットで、ポルシェ911ターボと、ロールオーバーバ
ーと脱着式ルーフ付きのポルシェ911タルガを作ることができます。
ステアリングホイール、ギアシフト、ハンドブレーキ、シートなど、 
多数の可動パーツが含まれます。100%プラスチック製。 
 
* 日本市場には導入されません。

WAP0400010NLCS 



レーストラック拡張セットS – レーシング
拡張セット内容：縁石4個、ガードレール4個、タイヤ9個、ドラム4
個。対象年齢：2歳以上。欧州製。

WAP0400300J

レーストラック拡張セットM – レーシング
拡張セット内容：縁石8個、ガードレール8個、タイヤ18個、ドラム8
個。対象年齢：2歳以上。欧州製。

WAP0400400J

レーストラック拡張セットL – レーシング
拡張セット内容：縁石12個、ガードレール12個、タイヤ27個、ドラム
12個、追加の車1台、アーチ1個。対象年齢：2歳以上。欧州製。

WAP0400500J

レーストラックスターターセット – レーシング
高品質の木製レーストラックの玩具。セット内容：車2台、スタート/
ゴールマーカー、ピットレーン、表彰台、トロフィー、縁石8個。対象
年齢：3歳以上。スターターセットおよびすべての拡張セットは木製
です。欧州製。

WAP0400200J

写真は例です

キッズ298

木製緊急車両セット
木製の緊急車両3台のセットに、ガレージが付属。ガレージの屋根
とドアは取り外し可能。消防車はポルシェカイエン、パトカーは911
ターボ、救急車はポルシェタイカンのボディを模した形状。対象年
齢：3歳以上。ナチュラル/シルバーカラ
ー/レッド/ブルー。欧州製。

WAP0400020L0EF

299

木製トラック – レーシング
木製レーストラックの玩具。牽引車と、ポルシェモータースポーツカ
ラーのレーシングカー3台が載ったトレーラー。レーシングカーのフ
ォルムは911がモデル。長さ：約33cm。木製。ナチュラル/レッド/ブ
ラック/ホワイト。対象年齢：2歳以上。欧州製。

WAP0400100H

911 カレラ 4S プルバック – 1/43
ラバオレンジ。インテリア：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0200270K

木製自動車 – タイカン
木製自動車の玩具。ポルシェタイカンのスタイリングをモチーフに
した形状。長さ：約12cm。ウッド100%。対象年齢：2歳以上。
ポルシェレーストラックに積載できます。ナチュラル/ホワイト/レッ
ド/ブラック。欧州製。

WAP0406000L

キッズ



 
301モデルカー

のこだわりを追求しています。サーキットを走るモデ
ルでも、郊外をドライブするモデルでも、あなたのデ
スクに飾られるモデルでも、それは変わりません。 
ミニチュアカーでもリムの細部に至るまで実車とそっ
くりです。1/1 スケールの車の魅力を1/43、 
1/18、および1/12スケールで再現しています。

スポーティなエレガンス。見紛うことなき特徴的なシル
エット。アスリートのように逞しいフェンダー。どのポル
シェにも共通で備わり、かつモデルごとに異なる個性
を感じさせるこれらの特徴は、デザイン愛好家やスポ
ーツカーエンスージアストを70年にわたって魅了し
続けてきました。 Porsche Driver’s Selection では、
モデルカーにおいてもポルシェとしてのディテールへ

モデルカー



 

911 RSRステアリングホイール レプリカ
アクリル製ベースには、リミテッドエディションの銘板付き。  
レジン製。スケール：1/1。300個限定商品。

WAP0260010MLKR 

モデルカー ショーケース
高品質のモデルカーショーケース。耐光性アクリルガラス製で、1/43スケールのモデルカー10台を収納できます。ベース部に“PORSCHE”
ロゴ付き。寸法：タワー 16cm [L] × 8.5cm [W] × 74cm [H]、ベースプレート 26cm [L] × 17cm [W] × 1.3cm [H]。

WAP02077818 

303モデルカー302

New



305モデルカー 1/43

モデルカー 1/43



307306 モデルカー 1/43306

718

718ケイマンGTS 4.0
カーマインレッド。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1 / 43。

WAP0204170L

307モデルカー 1/43

 
 

ケイマンGT4 カレンダーエディション
レーシングイエロー。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール1/43。 

WAP0200870L002

718ボクスターGTS 4.0
パイソングリーンメタリック。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1 / 43。

WAP0202080L



309308 モデルカー 1/43308

911 カレラ
ガーズレッド。インテリア：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201740K

911 カレラS 
ドロマイトシルバーメタリック。インテリア：スレートグレー。メタル
製。スケール：1/43。

WAP0201700K

911

309モデルカー 1/43

911 カレラ4 クーペ
カレラホワイトメタリック。インテリア：アガベグリーン。
メタル製。スケール1/43。

WAP0201760K

911 カレラ 4S プルバック
ラバオレンジ。インテリア：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0200270K

911 カレラ4S 
レーシングイエロー。インテリア：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201720K



311310 モデルカー 1/43310

911 カレラS カブリオレ
ナイトブルーメタリック。インテリア：ブラック/モハベベージュ。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0201710K

911 カレラ カブリオレ
ビスケーブルーメタリック。インテリア：ブラック。 
ソフトトップ：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201750K

911 カレラ4 カブリオレ
ブラック。インテリア：スレートグレー/クレヨン。 
メタル製。スケール1/43。

WAP0201770K

311モデルカー 1/43

 
 

911 カレラ4S カブリオレ
ジェンシャンブルーメタリック。 
インテリア：スレートグレー/クレヨン。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201730K



313312 モデルカー 1/43312

 
 

911 タルガ 4S
ブラック。インテリア：ブラック/アイランドグリーン。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0201400L

911タルガ 4S 992 ダイカスト
チェリーメタリック。インテリア：ボルドーレッド/アタカマベージュ。 
メタル製。スケール：1 / 43。

WAP0209110L

313モデルカー 1/43

911 GT3
ガーズレッド。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201510M006

911 GT3 
ジェットブラックメタリック。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0201520M007

911 GT3
シャークブルー。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0201490M005

911タルガ4S ヘリテージデザインエディション
マイセンブルー。 
メタル製。スケール1/43。

WAP0209110NTRG 



 
 315モデルカー 1/43モデルカー 1/43314

ポルシェ911ターボS クーペ992
GTシルバーメタリック。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0201780K

911ターボS カブリオレ992
GTシルバーメタリック。インテリア：ブラック/レッド。 
メタル製。スケール：1 / 43 

WAP0201790K

911 スピードスター
ガーズレッド。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/43。 

WAP0209310K84A

911 スピードスター（ヘリテージデザインパッケージ付） 
GTシルバーメタリック。インテリア：ブラック/コニャック。  
レジン製。スケール：1/43。 

WAP0201940K



モデルカー 1/43316

タイカン ターボS
カレラホワイトメタリック。 
インテリア：ブラック/スレートグレー。 
メタル製。スケール1/43。 

WAP0207800L

タイカン4S
フローズンブルーメタリック。 
インテリア：ブラック/スレートグレー。 
メタル製。スケール1/43。

WAP0207810L

タイカン

 
 317モデルカー 1/43

タイカン ターボS カレンダーエディション 
ゲンチアンブルー。インテリア：ブラック/スレートグレー。 
メタル製。スケール：1 / 43。

WAP0200880M003

ポルシェ タイカン ターボS クロスツーリスモ
マンバグリーンメタリック。  
インテリア：バサルトブラック/メランチブラウン。  
レジン製。スケール1/43。

WAP0207830M003

ポルシェ タイカン4S クロスツーリスモ
アイスグレーメタリック。インテリア：バサルトブラック。  
ダイキャスト。スケール1/43。

WAP0207840M005

NewNew



319318 モデルカー 1/43318

パナメーラ
ジェットブラックメタリック。インテリアはサドルブラウン。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207030G

パナメーラ4
ジェットブラックメタリック。インテリアはサドルブラウン。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207100G

パナメーラ

319モデルカー 1/43

パナメーラ GTS
カーマインレッド。インテリアはブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207310J

パナメーラターボエクスクルーシブ
アゲートグレーメタリック。インテリアはブラック/チョーク。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207500G

パナメーラターボS E-ハイブリッドエグゼクティブ
キャララホワイトメタリック。インテリアはトリュフブラウン。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207540H



321320

パナメーラスポーツツーリスモ GTS
クレヨン。インテリア：ブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207640J

モデルカー 1/43

パナメーラ 4S スポーツツーリスモディーゼル
サファイアブルーメタリック。インテリアはブラック。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207600H

パナメーラスポーツツーリスモターボ
アゲートグレーメタリック。インテリアはトリュフブラウン。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207610H

パナメーラスポーツツーリスモターボ S E ハイブリッド
カレラホワイト。インテリア：ブラック/クレヨン。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207630J

モデルカー 1/43

パナメーラスポーツツーリスモ 4 E ハイブリッド
カレラホワイト。インテリア：マルサーラ。
メタル製。スケール：1/43。

WAP0207620H



323322 モデルカー 1/43322

 

マカン S
マンバグリーンメタリック。インテリア：ブラック。  
メタル製。スケール：1/43。

WAP0206000J

マカン

マカン ターボ
クレヨン。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール1/43。

WAP0206020J

323モデルカー 1/43



325324 モデルカー 1/43324

カイエン クーペ ターボ
クォーツサイトグレーメタリック。 
インテリア：グラファイトブルー/クレヨン。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0203160K

 

カイエンS クーペ（スポーツパッケージ付）
ラバオレンジ。インテリア：ブラック/ペピータ。 
メタル製。スケール1/43。

WAP0203180K

カイエン

325

 
 

カイエン E ハイブリッド クーペ
キャララホワイトメタリック。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0203170K

カイエン ターボS E ハイブリッドクーペ
キャララホワイトメタリック。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0203210K

モデルカー 1/43

カイエン
ビスケーブルーメタリック。インテリア：ブラック/モハベベージュ。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0203110J



327326 モデルカー 1/43326

 
 

カイエン ターボ
ムーンライトブルーメタリック。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0203120J

カイエン ターボS E ハイブリッドクーペ 
カレラホワイトメタリック。インテリア： 
トラッフルブラウン/コイーバブラウン。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0203140K

327モデルカー 1/43



329328 モデルカー 1/43328  

モータースポーツ

329モデルカー 1/43

 
  

911 RSR 2018 – Ebi Motors – リミテッドエディション
2,018個限定生産。ブラック。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0209230K

フォーミュラE「ニール・ジャニ」 
ホワイト/ブラック/レッド。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール1/43。 

WAP0209310L

フォーミュラE「アンドレ・ロッテラー」
ホワイト/ブラック/レッド。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール1/43。 

WAP0209320L

フォーミュラEカレンダーエディション
ホワイト/ブラック/レッド。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0200860L001

911RSR 2019 #911
ホワイト/グレー/レッド。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール1/43。 

WAP020RSR0L



331330 モデルカー 1/43330 331モデルカー 1/43

 
  

911RSR 2019
ホワイト/ブラック/ゴールド。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール1/43。

WAP0201480LRSR

GT3 R 2019
ブラック/ホワイト/グリーンインテリア: ブラックメタル製。 
スケール: 1/43。 

WAP0209120K

ポルシェ911 RSR #911 IMSAフェアウェル
ホワイト/ブルー。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/43。

WAP0200100N0FW 

ポルシェ911 RSR #912 IMSAフェアウェル
レッド/ブルー。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/43。

WAP0200110N0FW 

New New

911 RSR ル・マン2020 #92
ホワイト/ブラック。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール1/43。

WAP0209020MLEM 

New

911 RSR ル・マン2020 #91
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/43。

WAP0209010MLEM 

New



333332 モデルカー 1/43332

その他のモデル

718ケイマン GT4クラブスポーツ
ブラック/イエロー。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。 

WAP0204150K

718 ケイマン GT4
ブラック/レーシングイエロー。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0204160K

333

 
 

935/78 モビーディック カレンダーエディション
ホワイト/マルチカラ―。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0209350MMDE

モデルカー 1/43

ポルシェ 961 カレンダーエディション 
ホワイト。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0209610MKED

911 RSRターボ 2.1 カレンダーエディション
シルバー/マルチカラ―のカレンダーエディション。 
インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0209110MRSR



 
 

911 GT2 RSクラブスポーツ
ホワイト。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1/43。

WAP0201530L

335モデルカー 1/43モデルカー 1/43334

935/19 カレンダーエディション
ホワイト/マルチカラー。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール1/43。

WAP0200890L001

917 Salzburg 
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1 / 43。

WAP0209400M917 

935 Salzburg 
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/43。

WAP0209410M935

917 Living Legend
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール：1 / 43。

WAP0209340L

917/30 カレンダーエディション 
グリーン/マルチカラ―。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/43。 

WAP0209170MKED 



 

ポルシェ959ラリー
ブルー/ホワイト/レッド。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/43。

WAP0209590NRLL 

ポルシェ935/19 JPS
ブラック/ゴールドカラー。インテリア：ブラック。  
ダイキャスト。スケール1/43。

WAP0209510MJPS 

ポルシェ935/19 カレラ
ブルー/レッド。インテリア：ブラック。  
ダイキャスト。スケール1/43。

WAP0209520M0CR 

ポルシェ935/19 No. 71
グリーン/ゴールドカラー。インテリア：ブラック。  
ダイキャスト。スケール：1/43。

WAP0209530MJMS 

ポルシェ935/19 チャンピオン
ホワイト。インテリア：ブラック。  
ダイキャスト。スケール：1/43。

WAP0209540MCMP 

337モデルカー 1/43モデルカー 1/43336

New New NewNewNew



339モデルカー 1/18

モデルカー 1/18

 



341340 モデルカー 1/18340  

911

341モデルカー 1/18

 
 

911 4S カブリオレ
リザードグリーン。インテリア：ブラック。 
メタル製。スケール1/18。

WAP0211730LM6B

911 GT3
シャークブルー。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/18。

WAP0211490M003

911 GT3
GTシルバーメタリック。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/18。

WAP0211510M004 

911タルガ4S ヘリテージデザインエディション 
シルバーメタリック。インテリア：ブラック/アタカマベージュ。レジ
ン製。スケール：1 / 18。

WAP0219120MTRG

911タルガ4S ヘリテージデザインエディション 
チェリーメタリック。インテリア：ボルドーレッド/アタカマベージュ。
レジン製。スケール：1 / 18。

WAP0219110MTRG



343342342 モデルカー 1/18

911ターボS 992
GTシルバーメタリック。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1 / 18。

WAP02117A0L001

343

 
 モデルカー 1/18

911ターボS 992 
ブラック。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/18。

WAP02117B0L002

911 スピードスター
ブラック。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/18。

WAP0219320K041

911ターボS 992 
レジンオークグリーンメタリック。 
インテリア：ブラック/アイランドグリーン。 
レジン製。ススケール：1 / 18。

WAP021 17C0L002



345344 モデルカー 1/18344

タイカン4S
フローズンブルーメタリック。 
インテリア：ブラック/スレートグレー。 
メタル製。スケール1/18。

WAP0217810L

タイカン ターボS 
カレラホワイトメタリック。 
インテリア：ブラック/スレートグレー。 
レジン製。スケール1/18。

WAP0217800L

タイカン

345モデルカー 1/18

 
 

ポルシェ タイカン4S クロスツーリスモ
アイスグレーメタリック。  
インテリア：バサルトブラック。  
レジン製。スケール1/18。

WAP0217840M004 

ポルシェ タイカン ターボS クロスツーリスモ
マンバグリーンメタリック。  
インテリア：バサルトブラック/メランチブラウン。  
レジン製。スケール1/18。

WAP0217830M001 

ポルシェ タイカン ターボS クロスツーリスモ
ジェンシャンブルーメタリック。  
インテリア：バサルトブラック/メランチブラウン。  
メタル製。スケール1/18。

WAP0217830M002 

NewNew New



347346 モデルカー 1/18346

カイエン クーペ ターボ
ブラック。インテリア：ブラック/モハベ。 
ドアとトランク/ボンネットは開閉可能。 
メタル製。スケール：1/18。

WAP0213200K

カイエン クーペ ターボ
マホガニーメタリック。インテリア：ブラック。 
ドアとトランク/ボンネットは開閉可能。 
メタル製。スケール：1/18。

WAP0213190K

 

カイエン

347モデルカー 1/18

 
 

カイエン クーペS
ラバオレンジ。インテリア：ブラック/ペピータ。 
メタル製。スケール：1/18。

WAP0213180K

カイエン クーペS
ドロマイトシルバー。インテリア：ブラック/ペピータ。 
メタル製。スケール：1/18。

WAP0213220K



349348 モデルカー 1/18348

モータースポーツ

349モデルカー 1/18

911 RSR 2019 #911 
ホワイト/グレー/レッド。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール1/18。

WAP021RSR0L

911 RSR 2019 
ホワイト/ブラック/ゴールド。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール1/18。

WAP0211480LRSR

 
 

ポルシェ911 RSR #911 IMSAフェアウェル
ホワイト/ブルー。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール1/18。

WAP0210120N0FW 

ポルシェ911 RSR #912 IMSAフェアウェル
レッド/ブルー。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/18。

WAP0210130N0FW 

New New



351350 モデルカー 1/18350 351モデルカー 1/18

911 RSR ル・マン2020 #92
ホワイト/ブラック。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール1/18。

WAP0219040MLEM 

New

 

911 RSR ル・マン2020 #91
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/18。

WAP0219030MLEM 

New



353352352 モデルカー 1/18

その他のモデル

718ケイマン GT4クラブスポーツ 
ブラック/イエロー。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール：1/18。

WAP0214150K

911 GT2 RSクラブスポーツ
ホワイト。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/18。

WAP0211530L

353

935/19 
ホワイト/マルチカラー。インテリア：ブラック。 
ダイカスト製。スケール：1/18。

WAP0219020K

 
 モデルカー 1/18

917 Living Legend
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1 / 18。

WAP0219340L

917 Salzburg 
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1 / 18。

WAP0219400M917



355354354

935 Salzburg 
レッド/ホワイト。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1 / 18。

WAP021 9410M935

モデルカー 1/18

 
 355モデルカー 1/18

ポルシェ959ラリー
ブルー/ホワイト/レッド。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/18。

WAP0219590NRLL 

New



357

 
 モデルカー1/12

モデルカー1/12



359358 モデルカー1/12358

911 スピードスター – リミテッドエディション
300個限定生産。ガーズレッド。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/12。 

WAP0239300K84A

 

911

359モデルカー1/12

 
 

911 RSR 2019 #911
ホワイト/グレー/レッド。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール1/12。 

WAP023RSR0L

911 GT2 RSクラブスポーツ
ブラック/マルチカラ―。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール：1/12。 

WAP0231530L

911 RSR 2019 
ホワイト/ブラック/ゴールド。インテリア：ブラック。 
レジン製。スケール1/12。 

WAP0231480LRSR

ポルシェ911 GT3
シャークブルー。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/12。

WAP0231490M001 

New



ポルシェ911 GT3
GTシルバーメタリック。インテリア：ブラック。  
レジン製。スケール1/12。

WAP0231510M002

361モデルカー 1/12モデルカー1/12360

New

 



既製服サイズ362

メンズ/ユニセックス XS S M L XL XXL 3XL

ドイツ 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66

フランス 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66

イタリア 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66

ロシア 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58 60–62 64–66

イギリス 32–34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58

アメリカ 34 36 38–40 42–44 46–48 50 52

中国上衣 
[身長/胸囲]

175/80A– 
175/84A

175/88A– 
180/92A

180/96A– 
180/100A

180/104B– 
180/108B

185/112B– 
185/116B

185/120B– 
185/124B

185/128B– 
190/132B

中国下衣 
[ 身長/ウェスト ]

175/66A– 
175/70A

175/74A– 
180/78A

180/84A– 
180/88A

180/94B– 
180/98B

185/102B– 
185/108B

185/112B– 
185/116B

185/120B– 
190/124B

A 胸囲 84.0cm 
33˝

88.0–92.0cm 
34 1/2–36 1/4˝

96.0–100.0cm 
37 3/4–39 1/2˝

104.0–108.0cm 
41–42 1/2˝

112.0–116.0cm 
44–45 3/4˝

120.0–124.0cm 
47 1/4–48 3/4˝

128.0–132.0cm 
50 1/2–52˝

B ウェスト 70.0cm 
27 1/2˝

74.0–78.0cm 
29–30 3/4˝

83.0–88.0cm 
32 3/4–34 1/2˝

93.0–98.0cm 
36 1/2–38 1/2˝

102.0–107.0cm 
40 1/4–42˝

111.0–116.0cm 
43 3/4–45 3/4˝

120.0–124.0cm 
47 1/4–48 3/4˝

Ｃ 腰周り 90.0cm 
35 1/2˝

93.0–96.0cm 
36 1/2–37 3/4˝

99.0–102.0cm 
39–40 1/4˝

105.0–108.0cm 
41 1/4–42 1/2˝

111.0–114.0cm 
43 3/4–45˝

117.0–120.0cm 
46–47 1/4˝

123.0–126.0cm 
48 1/2–49 1/2˝

D 股下 81.0cm 
32˝

81.5–82.0cm 
32–32 1/4˝

82.5–83.0cm 
32 1/2–32 3/4˝

83.5–84.0cm 
33˝

84.5–85.0cm 
33 1/4–33 1/2˝

85.5–86.0cm 
33 3/4–34˝

86.5–87.0cm 
34–34 1/4˝

既製服サイズ

 363既製服サイズ

レディース XS S M L XL XXL

ドイツ 32–34 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54

フランス 34–36 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56

イタリア 36–38 40–42 44–46 48–50 52–54 56–58

ロシア 38–40 42–44 46–48 50–52 54–56 58–60

イギリス 6–8 10–12 14–16 18–20 22–24 26–28

アメリカ 00–0 2–4 6–8 10–12 14–16 18–20

中国上衣 
[身長/胸囲]

165/76A– 
165/80A

165/84A– 
170/88A

170/92A– 
170/96A

170/100A– 
170/104B

170/108B– 
170/116B

175/120B– 
175/128B

中国下衣 
[ 身長/ウェスト ]

165/62A– 
165/66A

165/70A– 
170/72A

170/76A– 
170/80A

170/84A–1 
70/92B

170/96B– 
170/104B

175/108B– 
175/116B

A 胸囲 76.0–80.0cm 
30–31 1/2˝

84.0–88.0cm 
33–34 1/2˝

92.0–96.0cm 
36 1/4–37 3/4˝

100.0–104.0cm 
39 1/2–41˝

110.0–116.0cm 
43 1/4–45 3/4˝

122.0–128.0cm 
48–50 1/2˝

B ウェスト 63.0–66.0cm 
24 3/4–26˝

69.0–72.0cm 
27 1/4–28 1/4˝

76.0–80.0cm 
30–31 1/2˝

85.0–90.0cm 
33 1/2–35 1/2˝

96.5–103.0cm 
38–40 1/2˝

109.5–116.0cm 
43–45 3/4˝

Ｃ 腰周り 85.0–89.0cm 
33 1/2–35˝

93.0–97.0cm  
36 1/2–38 1/4˝

100.0–103.0cm  
39 1/2–40 1/2˝

106.0–109.0cm  
41 3/4–43˝

114.0–119.0cm  
45–47˝

124.0–130.0cm 
48 3/4–51 1/4˝

D 股下 78.2cm 
30 3/4˝

78.1–78.2cm 
30 3/4˝

77.9–78cm  
30 3/4˝

77.7–77.8cm  
30 1/2˝

77.3–77.5cm  
30 1/2˝

76.9–77.1cm 
30 1/4–30 1/2˝

既製服サイズはWAPナンバーに含まれています。例：レディース ポロシャツ。WAP7450XS–XXL0B  
レディース ポロシャツはSからXXLまでのサイズ全てご注文いただけます [ XS, S, M, L, XL, XXL ]。 
サイズの目安：女性モデルは身長約175cmで、サイズSを着用しています。

 

既製服サイズはWAPナンバーに含まれています。例：メンズ ポロシャツ。WAP75000S–3XL0B  
メンズ ポロシャツはSから3XLまでのサイズ全てご注文いただけます [ S, M, L, XL, XXL, 3XL ]。  
サイズの目安：男性モデルは身長約185cmで、サイズMを着用しています。



既製服サイズ364

ベビー

サイズ： 44–50 50–56 56–62 62–68 68–74 74–80 80–86 86–92

おおよその年齢 0–1カ月 1–2カ月 2–3カ月 3–6カ月 6–9カ月 9–12カ月 12–18カ月 18–24カ月

身長 44–50cm 
17–20˝

50–56cm 
20–22˝

56–62cm 
22–24˝

62–68cm 
24–27˝

68–74cm 
27–29˝

74–80cm 
29–31˝

80–86cm 
31–34˝

86–92cm 
34–36˝

体重 2–4kg 
4–8lb

3–5kg 
7–11lb

4–7kg 
9–15lb

6–9kg 
13–20lb

6–12kg 
13–26lb

7–13kg 
15–29lb

8–15kg 
18–33lb

10–17kg 
22–37lb

キッズ

サイズ： 98/104 110/116 122/128 134/140 146/152 158/164

おおよその年齢 3–4 5–6 6–7 8–10 10–12 14–16

A 胸囲 56.0–58.0cm 
22–22 3/4˝

59.0–61.0cm 
23 1/4–24˝

63.0–65.0cm 
24 3/4–25 1/2˝

67.0–70.0cm 
26 1/2–27 1/2˝

73.0-77.0cm 
28 3/4-30 1/4˝

81.0–85.0cm 
32–33 1/2˝

B ウェスト 51.0–52.0cm 
20–20 1/2˝

53.0–54.0cm 
21–21 1/4˝

56.0–58.0cm 
22–22 3/4˝

60.0–62.0cm 
23 1/2–24 1/2˝

65.0–68.0cm 
25 1/2–26 3/4˝

71.0–74.0cm 
28–29˝

Ｃ 腰周り 58.0–60.0cm 
22 3/4–23 1/2˝

62.0–65.0cm 
24 1/2–25 1/2

67.0–70.0cm 
26 1/2–27 1/2˝

73.0–76.0cm 
28 3/4–30˝

80.0–84.0cm 
31 1/2–33˝

88.0–92.0cm 
34 1/2–36 1/4˝

D 身長 98–104cm 
38 1/2–41˝

110–116cm 
43 1/4–45 3/4˝

122–128cm 
48–50 1/4˝

134–140cm 
52 3/4–55˝

146–152cm 
57 1/2–59 3/4˝

158–164cm 
62 1/4–64 1/2˝

既製服サイズはWAPナンバーに含まれています。例：メンズ ポロシャツ。WAP75000S–3XL0B  
メンズ ポロシャツはSから3XLまでのサイズ全てご注文いただけます [ S, M, L, XL, XXL, 3XL ]。

 365既製服サイズ

フレームサイズ 身長*

S 160–170cm

M 171-184cm

L 184-195cm

 
* 最大耐荷重量：120kg

自転車

サイズ： 身長 体重

5 1.90m 90kg

6 1.95m 95kg

7 1.95m 100kg

8 1.95m 120kg

9 1.90m 135kg

10 1.90m 150kg

サイズ： 身長 体重

0 1.65m 65kg

1 1.70m 70kg

2 1.75m 75kg

3 1.80m 80kg

4 1.85m 85kg

メンズ

サイズ： 身長 体重

A 1.55m 45kg

B 1.60m 50kg

C 1.65m 55kg

D 1.70m 60kg

E 1.75m 65kg

レディース

プロモータースポーツ



2 × M

ラゲッジコンビネーション366

1 × M

2 × M

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

1 × XL

718ボクスターモデル ラゲッジコンビネーション*

または

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、フロントに可能なコンビネーション：PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、リアに可能なコンビネーション：

718ケイマンモデル ラゲッジコンビネーション*

1 × XLまたは2 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、フロントに可能なコンビネーション：PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、リアに可能なコンビネーション：

367ラゲッジコンビネーション

1 × XLまたは2 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、フロントに可能なコンビネーション：

911カレラ4 カブリオレおよびクーペモデル ラゲッジコンビネーション*

911カレラクーペモデル ラゲッジコンビネーション*
PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、フロントに可能なコンビネーション：

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

1 × XLまたは2 × M



ラゲッジコンビネーション368

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

911ターボモデル ラゲッジコンビネーション*
PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、フロントに可能なコンビネーション：

1 × XLまたは2 × M

369ラゲッジコンビネーション

1 × XL 
1 × XXL

または2 × M 
1 × XXL

または2 × M 
1 × XL

または2 × XXLまたは2 × XLまたは4 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディションリアラゲッジコンパートメント:

パナメーラモデル [ラゲッジローラーカバー装着時] ラゲッジコンビネーション *

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

パナメーラモデル [ハットシェルフ装着時] ラゲッジコンビネーション*

2 × M 
1 × XXL

または2 × M 
1 × XL

または2 × XXLまたは2 × XLまたは4 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディションリアラゲッジコンパートメント:



ラゲッジコンビネーション370

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

1 × M  
1 × XL 
1 × XXL

または2 × M 
2 × XXL

または1 × M 
2 × XXL

または2 × XXLまたは2 × XLまたは4 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディションリアラゲッジコンパートメント:

パナメーラモデル [リアラゲッジコンパートメントカバーおよびハットシェルフ非装着時] ラゲッジコンビネーション*

371ラゲッジコンビネーション

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

1 × M 
1 × XL 
1 × XXL

または2 × M 
1 × XXL

または2 × M 
2 × XXL

または2 × XXLまたは2 × XLまたは4 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディションリアラゲッジコンパートメント:

パナメーラ4 E-ハイブリッドモデル [リアラゲッジコンパートメントカバー非装着で充電ケーブルポケット装着時]  
ラゲッジコンビネーション*

パナメーラ4 E-ハイブリッドモデル [リトラクタブルリアラゲッジコンパートメントカバーを引き出した状態時]  
ラゲッジコンビネーション*

3 × M 
1 × XXL

または2 × M 
1 × XXL

または3 × M 
1 × XL

または2 × XXLまたは2 × XLまたは4 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディションリアラゲッジコンパートメント:



ラゲッジコンビネーション372

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

1 × M 
1 × XL 
1 × XXL

または2 × M 
2 × XXL

または2 × XXLまたは2 × XLまたは4 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディションリアラゲッジコンパートメント:

パナメーラモデル [ラゲッジローラーカバー装着時] ラゲッジコンビネーション*

パナメーラモデル [リアラゲッジコンパートメントカバー非装着時] ラゲッジコンビネーション*

1 × M 
1 × XL 
2 × XXL

または1 × M 
3 × XXL

または3 × XXLまたは2 × M 
2 × XL

または6 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディションリアラゲッジコンパートメント:

373ラゲッジコンビネーション

1 × M 
2 × XL 
1 × XXL

または3 × M 
2 × XXL

または3 × XXLまたは3 × XLまたは5 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、リアに可能なコンビネーション：

マカンモデル ラゲッジコンビネーション*

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

1 × M 
1 × XL 
1 × XXL

または2 × M 
2 × XXL

または2 × XL 
1 × XXL

または5 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、リアに可能なコンビネーション：

カイエンモデル ラゲッジコンビネーション*



ラゲッジコンビネーション374

2 × M 
1 × XL 
1 × XXL

2 × M 
1 × XL 
1 × XXL

または

または

2 × XXLまたは2 × M 
2 × XL

または1 × M 
2 × XL 

または5 × M

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、リアに可能なコンビネーション：

カイエンモデル [リトラクタブルリアラゲッジコンパートメントカバーを引き出した状態時] ラゲッジコンビネーション*

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

1 × M 
3 × XXL

または2 × M 
2 × XXL

または3 × XXLまたは3 × M 
2 × XL

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、リアに可能なコンビネーション：

カイエンモデル [リアラゲッジコンパートメントカバー非装着時] ラゲッジコンビネーション*

375ラゲッジコンビネーション

1 × XL  
4 × M 

6 × M 2 × M  
2 × XL 

PTSマルチホイール®ウルトラライトエディション、リアに搭載可能なコンビネーション： 

積載可能なラゲッジの個数 – タイカン モデル*

 
* ラゲッジコンビネーションは一例で、他のコンビネーションも可能です。 
記載されているラゲッジコンビネーションは、標準装備を装備した量産モデルに基づいています。コンビネーションは特別装備車両や右ハンドル車両では異なる場合があります。

またはまたは
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ポルシェドライバーズセレクションは、ポルシェ正規販売店およびオンラインショップ shop.porsche.com で販売しています。

377ご注文方法 | SELECT

ポルシェドライバーズセレクションのセレクトマガジンには、最新
のコレクションと、興味あふれるポルシェワールドからの情報が掲
載されています。発行回数は年2回で、最寄りのポルシェセンター
でお求めいただけます。オンラインバージョンはいつでも閲覧可能
です。

shop.porsche.comをご覧ください。

詳細については最寄りのポルシェ正規販売店までお問い合わせいただくか、ウェブサイトを
ご参照ください：Tel. 0120-846-911  または visit www.porsche.com



 Porsche Lizenz- und Handelsgesellschaft mbH & Co. KG | Grönerstraße 5 | 71636 Ludwigsburg | Germany  
www.porsche.com | Edition: 07/2021

本製品はポルシェ正規販売店およびshop.porsche.comでのみ販売しております。サービスに関する電話でのお問い合わせ先：0120-846-911

実際の色は印刷の色と異なる場合があります。誤字脱字は免責となります。 Porsche、 Porsche Design、the  Porsche Crest、911、Carrera、 Taycan、Targa、 Boxster、 Cayenne、 Cayman、Macan、 
Panamera、918 Spyder、 Tequipmentおよびそのほかの商標はDr. Ing. h.c. F.  Porsche AGの登録商標です。日本に導入されない商品が一部ございます。詳しくは、最寄りのポルシェ正規代理店までお
問い合わせください。 

マルティーニ・レーシング®、マルティーニ・レーシング®ストライプ、およびマルティーニ社の“Ball & Bar” のロゴは、商標権所有者からライセンスを受けて使用しています。 




