


細微なディテールから車両全体ま 
で – 911 Classic Club Coupe のよう
な Factory One-Off (ワンオフでの製

作) でも、ポルシェ クラシックのスペ
アパーツラインアップは貴重なコンポ

ーネントを供給しています。

Parts
新しさと伝統。6  万を超えるポルシェ 
クラシックオリジナルパーツの品揃えの
中から選りすぐった製品と再生産品。 
ポルシェ クラシック パートナーとポル
シェセンターにご相談ください。



オイルタンクとエンジン間の接続
ホース 
部品番号：93010739409

エンジンとオイルタンク間のオイル系
の排気を行うためのホースです。

911 Gモデル (1980～1983年)、 
911 SC用のみ オイルタンク用ポット 

部品番号：91120730700

オイルタンク固定用ポット。

911 Fモデル (1972年)、 
オイルフラップ車両専用

エンジン

カムシャフトベアリングブリッジ
のシールディスク 
部品番号：92810526101

928 (1987～1995年) 
944 (1987～1991年)、S および S2 
968 (1992～1995年) のみ

クランクケース 3.8 l 
部品番号：99310100541

WLS X51搭載のCarrera用、 
自然吸気エンジンタイプM64/20 
搭載のRS用 (Turboを除く) 

993 (1994～1998年)

垂直軸ベアリング用接続フランジ 
部品番号：547 05236

356 (1955～1965年)、 
356 pre Aを除く、 
356 Carrera用のみ

冷却ブロワーホイール用シム 
部品番号：95910658000

959 (1987～1988年)

サポートブラケット 
部品番号：91110632400

左ヒートエクスチェンジャーの接続部
にあるキャブレター予熱ホース用サポ 

ートブラケット。

911 Fモデル (1970～1973年)、 
キャブレターエンジン搭載の911 Tに 

のみ対応

エアフィルターインサート 
部品番号：95911018501

959 (1987～1988年)

オルタネーター (Motorola製) 用
テンションキャップ 
部品番号：90160342803

911 Fモデル (1965～1973年) 
911 Gモデル (1974～1981年)

エンジンサスペンション用ショッ
クアブソーバー 

部品番号：91137517501

911 Gモデル (1983～1989年)、 
CabrioおよびCarrera Speedster 
(1989年) 用のみ、Turboを除く

ポルシェ クラシック モーター 
オイル20W-50、1L 
部品番号：00004320928

初期の空冷式水平対向エンジンに合わ
せて特別に設計：粘度20W-50の鉱
物油系ポルシェ クラシック モーター
オイル。ヴァイザッハで開発されまし
た。ドイツ製。

356 (1948～1965年) 
911 Fモデル (1965～1973年) 
914 (1970～1976年) 
911 Gモデル (1974～1977年)、 
2.7 l以上の911用のみ

ポルシェ クラシック モーター 
オイル10W-60、1リットル 
部品番号： 00004320930  
(米国およびカナダを除く) 
部品番号：PCG04321005  
(米国・カナダのみ)

空冷式6気筒水平対向エンジン用の高
性能オイル：粘度10W-60の完全合
成ポルシェ クラシック モーターオイ
ル。ヴァイザッハで開発されました。
ドイツ製。

911 G モデル (1978～1989年)、 
3.0 l以上の911 
964 (1989～1994年)  
993 (1994～1998年) 用のみ

ポルシェクラシックカーの心臓部がいつまでも正常に動くようにするに
は、定期的なオイル交換を忘れないことが重要です。オイル交換の最初
の依頼先：ポルシェ クラシック パートナーまたはポルシェ センター セ
ンターまで。

ポルシェ クラシック モーター 
オイル10W-50、1リットル 
部品番号：PCG04321000  
(米国・カナダを除く) 
部品番号：PCG04321010  
(米国・カナダのみ)

ポルシェ トランスアクスルモデルの
水冷式4気筒および8気筒エンジン用
に特別に開発：ポルシェ クラシック 
モーターオイル。耐熱性および非常に
優れたせん断安定性により、あらゆる
作動条件において最高の潤滑特性と保
護特性を提供する粘度10W-50の高
性能合成オイル。ヴァイザッハで開発
されました。ドイツ製。

924 (1976～1988年)  
928 (1978～1995年) 
944 (1982～1991年) 
968 (1992～1995年)

ポルシェ クラシック モーター 
オイル5W-50、1リットル 
部品番号：PCG04321040  
(米国・カナダを除く) 
部品番号：PCG04321050  
(米国・カナダのみ)

911 (996 型)、Boxster (986 型) シリー
ズの水冷式6気筒エンジンに合わせて
特別に設計：粘度5W-50のポルシェ 
クラシックの合成高性能オイル。ヴァ
イ ザ ッ ハ で 開 発 さ れ ま し た 。 ド イ 
ツ製。

耐熱性と非常に優れたせん断安定性に
より、ポルシェ クラシック モーター
オイルは、あらゆる作動条件において
最高の潤滑特性と保護特性を提供しま
す。このハイアロイエンジンオイル
は、防食保護および浸食性燃焼生成物
の中和に関して最適な特性を有してい
ます。

986 (1997～2004年) 
996 (1998～2005年)

パート 1：このページ以降では、図を交えてポルシェクラシック純正パーツの 

ポルシェクラシック純正パーツ
一部をグループごとに紹介しています。
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触媒コンバーター 
部品番号：93011323028

911 Gモデル (1984～1989年)、 
3.2 L Carrera専用

クランクケースのスタッドボルト 
部品番号：93010117404

クランクケースを固定するた 
めのスタッドボルトです。

911 Gモデル (1974～1989年)

シリンダーヘッドカ 
バー用ワッシャー 
部品番号：92810441703

928 (1985～1986年)、 
モーターコード文字 
M28.43～M28.46のみ 

サーマルバルブ 
部品番号：91160610603

911 Gモデル (1974～1983年)

燃料/エグゾーストシステム

燃料フィラーネック用ガスケット 
部品番号： 477201317

924 (1976～1979年)

エグゾーストパイプ 
部品番号：93011116304

911 Gモデル (1978～1987年)、 
Turboのみ

ヒートエクスチェンジャー 
部品番号：93021103304

911 Gモデル (1984年～1989年)、 
Turboのみ 

ABSハイドロユニッ 
ト取付用キャップ 
部品番号：92861287400

928 (1983～1991年)

リアマフラーのパイプクランプ 
部品番号：191253139G

924 (1980～1985年)

燃料リターンライン 
部品番号：96435636703

964 (1989～1994年)

ホースクランプ (A9x71) イエロ
ーパシベート処理済み、ヒーター
パイプのラバースリーブ用溝付き
ネジ
部品番号：N 10047801

911 Gモデル (1984～1989年)、 
Carrera専用

ポルシェ クラシック ガソリン 
添加剤、300 ml 
部品番号：00004420602  
(米国とカナダを除く)  
部品番号：00004420622  
(米国とカナダのみ)

ポルシェ クラシック ガソリン添加剤は、オールドタイマーやヤングタイマーの燃
料システム全体に最適な防錆効果をもたらし、ポルシェが使用している素材に対
して優れた適合性を有しています。 

さらに、インジェクションノズルやインジェクションバルブの樹脂化を防ぎ、長
い持続時間によってスムーズなエンジン動作を保証します。 

すべてのクラシックモデル

クラッチのリリースレバー 
部品番号：91511671305

911 Gモデル (1975～1977年)、 
トランスミッション型式
915/44/49/60/65 (Turboを除く)

マニュアルトランスミッショ 
ンのカラーナット、M22x1.5 
部品番号：47730228001

924 (1976～1979年)、 
トランスミッション型式VAおよび 
VB専用、Turboを除く

ブッシュ 3 速 
部品番号：93030226300

911 Gモデル (1975年～1988年)、 
4速トランスミッション 
搭載Turboのみ

オイルポンプギア 
部品番号：PCG115119

944 (1986～1991年)、 
トランスミッションオイル 
クーラー付きTurbo専用

トランスミッションハウジング 
部品番号：91530190109

911 Fモデル (1972～1973年)、サー
ボスプリングなし 

911 Gモデル (1974～1976年)、サー
ボスプリングなし、Turboを除く

クラッチリリースシャフト 
部品番号：088141701

クラッチ用クラッチリリースシャフト

924 (1976～1985年)、 
Turboを除く

ドライブシャフト用イン 
ナーリング 
部品番号：93030226100

911 Gモデル (1975～1988年)、 
トランスミッション型式
930/33/34/36搭載Turboのみ

リペアセット ボールベアリング フロントアクスルトランスミッション 
部品番号：PCG34901022

993 (1995～1998年)、Carrera 4専用

アルミニウム製ギアハウジング 
部品番号：91530190203

トランスミッション型式915用。

911 Fモデル (1972～1973年) 
911 Gモデル (1974～1986年)、 
Turboを除く

スピードメーター接続およびオイ
ルポンプ接続付きフロントギアボ
ックスカバー
部品番号：91530130112

911 Fモデル (1972年～1973年)

トランスミッション
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ポルシェ クラシック ギアオイル 75W-90 GL-5、1リットル 
部品番号：PCG04321052

ポルシェ クラシック マニュアルトランスミッションオイル (75W-90 GL-5) は、924、928、944、968の高負荷トランスミ
ッション、クラシック911全モデル (996型まで) のトランスミッション型式、およびポルシェ Boxster (986型) に適した高性
能オイルです。この合成技術により、耐圧性、せん断安定性、極限温度での潤滑性などに優れた特性を持つオイルです。ま
た、最適なシンクロ機能を実現し、構成部品の摩耗を低減します。

911 Fモデル (1965～1973年) 
914 (1970～1976年)  
911 Gモデル (1974～1989年) 
924 (1976～1988年) 
928 (1978～1995年) 
944 (1982～1991年) 
964 (1989～1994年) 
968 (1992～1995年) 
993 (1994～1998年) 
986 (1997～2004年) 
996 (1998～2005年)

ポルシェ クラシック パフォーマンス ステアリングホイール、ステ
ッチレッド
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス ステアリングホイール、ステ
ッチブラック
部品番号：PCG34708410

クラシカルな3本スポークのスポーツステアリングホイールには、ホーン
ボタンに歴史的なポルシェ クレストがあしらわれています。ブラックのス
ムースレザーと赤地の「PORSCHE」のロゴが、アイコニックなデザイン
を際立たせています。ステッチおよび12時位置のマークは、スポーティな
レッドまたは控えめなブラックです。

レース専用。公道走行不可。 
エアバッグ非搭載車にのみ推奨。適切なステアリングホイールハブをご使
用ください。

911 Fモデル (1965～1973年)  
914 (1970～1976年) 
911 Gモデル (1974～1989年) 
924 (1976～1988年) 
928 (1978～1995年) 
944 (1982～1991年) 
959 (1987～1988年) 
964 (1989～1994年) 
968 (1992～1995年) 
993 (1994～1998年) 
986 (1997～2004年) 
996 (1998～2005年)

ステアリングシャフト 
チューブ用ガイドブッシュ 
部品番号：90134773500

911 Fモデル (1965～1968年)

フロントアクスルのホイー 
ルベアリング固定用スラス 
トワッシャー、16  mm 
部品番号：90134166301

911 Fモデル (1965～1973年) 
914 (1970～1972年)、 
914/6専用

ステアリングシャフト用 
フェルトシールリング 
部品番号：90134773600

911 Fモデル (1965～1968年)、 
912にも対応

ステアリングシャフト用カバー 
部品番号：90134773130

911 Fモデル (1965～1968年)

フロントアクスル/ステアリング

シフトフォーク 1速、 
リバースギア 
部品番号：90130315105

911 F モデル (1965～1971年) 
914 (1970～1972年)、 
914/6 を除く

シフトフォーク 2速〜5速 
部品番号：90130311113

911 Fモデル (1965～1971年) 
914 (1970～1976年)、Sportomatic
トランスミッション搭載の914/6のみ 
911 Gモデル (1974～1986年)、 
Sportomaticトランスミッション 
搭載の場合のみ、Turboを除く

シフトフォーク 3速〜4速 
部品番号：91530311211

911 Fモデル (1972～1973年)  
911 Gモデル (1974～1986年)、 
Turboを除く

シフトフォーク、 
リバースギアおよび1速 
部品番号：477303111

924 (1976～1979年)、 
トランスミッション型式VAお 
よびVB搭載、Turboを除く

シフトロッド リバー 
スギアおよび5速 
部品番号：91530310509

911 Fモデル (1972～1973年)  
911 Gモデル (1974～1986年)、 
Turboを除く

トランスミッションドライブシャ
フト用シリンダーローラーベアリ
ング
部品番号：PCG11008400

924 (1976～1979年)、 
トランスミッション型式VAお 
よびVB搭載、Turboを除く

シフトフォーク、リバースギア 
部品番号：92530315100

911 Fモデル (1970～1973年)、 
Sportomatic トランスミッ 
ション搭載の場合のみ  
911 Gモデル (1974～1983年)、 
Turboを除く、Sportomaticトラ 
ンスミッション925/16型  
搭載の場合のみ

トランスミッションの 
サークリップ 
部品番号：91130231101

911 Fモデル (1965～1973年) 
914 (1970～1976年)、914/6 
911 Gモデル (1974～1986年) 
を除く、Turboを除く、5速マニュ 
アルトランスミッション
924 (1976～1985年)、Turboを除
く、1976～1979年の5速マニュア 
ルトランスミッション搭載車両およ 
び1979～1984年のトランスミッシ
ョン型式G31/01/02/03搭載車両 
のみ

シフトフォーク、リバースギア 
部品番号：95030311502

959 (1987～1988年)
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ベアリングカバー リアアク 
スルストラット、ブラック 
部品番号：90133315301

911 Fモデル (1965～1973年)

サイドセクション リアアクスル左 
部品番号：99633105590

996 (1999～2005年)、GT2および
GT3のみ、カップモデル用もあり

ホイールベアリング用 
シャフトシールリング 
部品番号：95633170300

959 (1987～1988年)

イグニッションロック 
取り付け用シムプレート 
部品番号：91134761300 

911 Fモデル (1965～1973年) 
914 (1970～1976年) 
911 Gモデル (1974～1986年)

リアアクスルにショックアブソー
バーを取り付けるためのワッシャ
ーB12 
部品番号：90002500903

924 (1976～1988年) 
944 (1982～1991年) 
968 (1992～1995年)

サイドセクション リアアクスル右 
部品番号：99633105690

996 (1999～2005年)、 
GT2およびGT3のみ、 
カップモデル用もあり

リアアクスル

ステアリングシャフト 
チューブ用グロメット 
部品番号：90134779500

911 Fモデル (1965～1968年)、 
912にも対応

ポルシェ クラシック パフォーマンス ステアリングホイール用ハブ 
部品番号：PCG34796400

レース専用。公道走行不可。 
エアバッグ非搭載車にのみ推奨。 
964 (1989～1994年)  
993 (1994～1998年)

ポルシェ クラシック パフォーマンス ステアリングホイール用ハブ 
部品番号：PCG34790100

レース専用。公道走行不可。

911 Fモデル (1965～1973年)

ポルシェ クラシック パフォーマンス ステアリングホイール用ハブ 
部品番号：PCG34791100 

レース専用。公道走行不可。

911 Gモデル (1974～1989年)

リターンライン固定用ホロースクリュー 
部品番号：99913403201

944 (1989～1991年)、944 II 
959 (1987～1988年) 
968 (1992～1995年) を除く

ベアリングブロック上部 
部品番号：90134773301

911 Fモデル (1965～1968年)、 
912にも対応

ベアリングブロック下部 
部品番号：90134773401

911 Fモデル (1965～1968年)、 
912にも対応

フロントショックアブ 
ソーバーのブラケット 

部品番号：94461255700

944 (1985～1991年)

ステアリングカバーおよびタイムクロック用スプリングナット 
部品番号：99950720901

911 Fモデル (1965～1973年) 
911 Gモデル (1974～1989年)、 
1977年以前のTurbo 
928 (1983～1986年)

タイヤ空気圧ゲージ「ポルシェ  
クラシック」、レザーケース付き 
部品番号：91172220200

現代の技術をクラシックなデザインで。

すべてのクラシックモデル

エキスパンションタン 
ク用シーリングプラグ 
部品番号：211611817A

924 (1976～1985年)、 
Turboを除く

ブレーキラインのゴム製グ 
ロメット用クランプピース 
部品番号：91435565200

356 (1950～1965年) 
911 Fモデル (1965～1973年) 
914 (1970～1976年) 
911 Gモデル (1974～1978年) 
959 (1987～1988年)

ホイール/ブレーキ

ブレーキドラム、フロント  
部品番号：69534106102

正規サプライヤーが提供する356 Bのブレーキドラムは、当時と同じ
「オーストリア製」です。

走行安全性への投資はそれだけの価値があります。なぜなら、ブレー
キドラムが摩耗したり、丸みが失われたりすると、さまざまな障害が
発生するおそれがあるからです。脈動が発生して、ロックしがちにな
るブレーキの片効きは、大きすぎるペダルストロークと同様の警告信
号です。遅くともこの傾向が現れたら、ブレーキドラムの交換が必須
です。
356 (1959～1963年)、356 B専用
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Fuchsfelge® (フックスホイール) 
7Jx15、ET 23.3 光沢仕上げ/ 
アルマイト仕上げ 
部品番号：91136102011

911 Fモデル (1969～1973年)、 
RS 2.7およびRSワイドボディ 
911 Gモデル (1974～1977年)のみ、 
Turboを除く

ポルシェ クラシック ブレーキフルード、 
1 リットル 
部品番号：00004430501

レトロなブリキ缶に入ったポルシェ クラシック
カー用ブレーキフルード。オリジナルのフィー
リングは走行時から感じられ、ブレーキ時も感
じられます。

すべてのクラシックモデル

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
6Jx15、ET 36 光沢仕上げ/アル
マイト仕上げ 
部品番号：91136102000

911 Fモデル (1969～1973年)

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
8Jx18、ET 52フロントアクスル 
部品番号：99636216000

993 (1996～1998年)、Carrera 2および
Carrera 4のみCoupé用のみ 
986 (1997～2004年) 
996 (1998～2005年)、Carrera 2および4、 
ならびにモデルイヤー2000年までの GT3
用のみ

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
10Jx18、ET 65リアアクスル 
部品番号：99636217000

993 (1996～1998年)、Carrera 2お
よびCarrera 4のみCoupé用のみ 
986 (1997～2004年)、17 mmス 
ペーサーディスクとの組み合わせのみ 
996 (1998～2005年)、Carrera 2お
よび4、ならびにモデルイヤー 
2000年までのGT3用のみ

ハンドレバーおよびペダル装置

ペダル装置の中間ピース 
部品番号：90142350702

911 Fモデル (1970～1973年) 
914 (1970～1976年)、914/6を除く 
911 Gモデル (1974～1977年) 
959 (1987～1988年)

オートマチックセレクター 
レバー用プッシュボタン  
部品番号：92842627501

オートマチック車両のみ。

928 (1983～1995年) 
944 (1989～1991年)

アクセラレータケーブル 
部品番号：91442306705

914 (1975～1976年)、エンジンコー
ド 021 (1.8リッターキャブレター式
エンジン) 搭載の場合のみ

トップシールストリップ、 
ブラック  
部品番号：99350534300

993 (1994～1998年)

フロントウィンドウ ティンテッド 
部品番号：91154101125

911 Gモデル (1987～1989年)、 
Speedster専用、Turboを除く

カバーパネルの 
右リアブラケット 
部品番号：PCG55912600

993 (1996～1997年)、RS用のみ

カバーパネルの 
左リアブラケット 
部品番号：PCG55912500

993 (1996～1997年)、RS用のみ

冷媒ホース 
部品番号：91157315402

911 Gモデル (1974～1983年)、 
エアコン装備車専用

ケーブルセット、ドアミラー、 
運転席ドア 
部品番号：91161216501

911 Gモデル (1978～1986年)

ケーブルセット、ドアミラー、 
助手席ドア 
部品番号：91161216601

911 Gモデル (1978～1986年)

「turbo」ロゴ、クロムめっき 
部品番号：993559237034PU

クロームメッキの「turbo」ロゴ、シルバー、993のオリジナ 
ルバージョンおよび書式。エンジンカバーへの取り付け用。

長さ：166 mm

993 (1995～1998年)、Turbo専用

フロントサイドウインド 
ウ用ベアリング、クローム 
部品番号：90154255851

911 Fモデル (1965～1973年)、912 
911 Gモデル (1974～1977年)、 
Turboを除く

ラバーリップ リアスポイラー 
部品番号：91151201900

911 Gモデル (1974年～1977年)、Carrera専用、 
1975年モデル以降のTurbo 3.0用

フレッシュエアフ 
ラップ用操作レバー 
部品番号：90157108120

911 F (1965～1968年)、 
ホイールベースが短いもの限定、 
912にも対応

ウィンドウレール、右 
部品番号：90154204621

911 Fモデル (1965～1968年)、 
Coupé専用

ボディ
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カバーシートメタルフロント 
部品番号：90151101023GRV

911 Fモデル (1972～1973年)、RS 2.7専用

サイドセクションシートメタル左 
部品番号：91150304501GRV

911 Fモデル (1972～1973年)、RS 2.7専用

サイドセクションシートメタル右 
部品番号：91150304601GRV

911 Fモデル (1972～1973年)、RS 2.7専用

フェンダーシートメタル左 
部品番号：90150303126GRV

911 Fモデル (1972～1973年)、RS 2.7専用

フェンダーシートメタル右 
部品番号：90150303224GRV

911 Fモデル (1972～1973年)、RS 2.7専用

ボディにぴったり合うことはポルシェの品質において基本的な要件で
す。これは第2のスキンもオーダーメイドスーツのようにフィットしなけ
ればならないからです。これはミリメートルの世界です。
ポルシェ クラシックのエキスパートたちは、ポルシェ 911 (1965～1994年モデ
ル) 用のフェンダーおよびサイドセクションの製造で大幅な品質改良を行うことに
成功しました。これによって、1972年と1973年に合計1,580台のみ生産された
伝説的な911 Carrera RS 2.7 (写真は試作車です) のシートメタルパーツを再生産す
ることが初めて可能になりました。パーツの寸法精度を持続的に改善し、車両へ
合わせやすくするために、ポルシェ クラシックは各製造ステップを新しく設定し
ています。オリジナルの標準ツールは改良および最適化されています。新しい試
験設備で寸法精度がテストされます。例えば約30種類あるフェンダーをそれぞれ
1台の車両や試験設備に取り付けて、試験を行います。さらに、各プロセスステッ
プ (手間のかかる表面仕上げの手作業を含む) を記録し、一定した品質を保証しま
す。ポルシェ クラシックは、コレクション車両の価値の維持についてもしっかり
と考えています。再生産されたポルシェ クラシック純正パーツにはポルシェの商
標 (2 & 3または114ページも参照のこと) が付けられるため、純正であることが分
かります。

タルガルーフ、ブラック 
部品番号：PCG56500201707

911 Gモデル (1986～1989年)、 
Targa専用

964 (1989～1990年)、 
Targa専用、TurboおよびRSを除く

盗難防止用タルガルーフ 
部品番号：PCG56507500

911 Fモデル (1966～1973年)、Targa  
911 Gモデル (1974～1983年) 専用、 

Targa専用、Turboを除く 

盗難防止用タルガルーフ 
部品番号：PCG56507510

911 Gモデル (1984～1989年)、 
Targa 専用、モデルイヤー 
1985～1988年のTurbo用 
964 (1990～1994年)、 
Targa専用、TurboおよびRSを除く 

タルガルーフ一式、アウターカバースムーズ 
部品番号：90156500246

911 Fモデル (1970～1973年)、 
Targa専用

タルガルーフ一式、エンボス加工が施されたアウターカバー 
部品番号：91156500240

911 Gモデル (1974～1984年)、 
Targa専用
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電装品

テールライトハウジング、左 
部品番号：91463140317

914 (1970～1976年)

テールライトハウジング、 
左、米国仕様 

部品番号：91463140318

914 (1970～1976年)

テールライトハウジング、 
右、米国仕様 
部品番号：91463140418

914 (1970～1976年)

テールライトハウジング、右 
部品番号：91463140417

914 (1970～1976年)

ケーブルセット用ラバー 
グロメット、トンネル 
部品番号：99970213250

914 (1970～1972年)、 
914/6専用 
911 Gモデル (1974～1986年)

イグニッションディストリ 
ビューター用コンデンサー 
部品番号：311905295C

914 (1970～1976年)、 
914/6 を除く、 
1.7リッターおよび 2.0リッ 
ターエンジンの場合のみ

カバー ヒューズボックス 
部品番号：91161216104

911 Gモデル (1978～1983年)、 
911 SC専用

バッテリースターターケーブル 
部品番号：047971224A

924 (1976～1985年)、 
Turboを除く

フォグランプ取り付 
け用ラバーベース 
部品番号：91163115101

911 Gモデル (1974～1983年)

コントロールユニット用 
ヒューズボックス10連装 
部品番号：91161208602

911 Gモデル (1987～1989年)

ライトパネル、右 
部品番号：91463194911

914 (1970～1976年)

右ライトパネル、米国仕様 
部品番号：91463194012 

914 (1970～1976年)

ライトパネル、右 
部品番号：91463195011

914 (1970～1976年)

左ライトパネル、米国仕様 
部品番号：91463193912

914 (1970～1976年)

エアコン用ヒュー 
ズボックス3連装 
部品番号：91161209306

911 Gモデル (1974～1989年)、 
エアコン装備車専用

スタビライザーベ 
アリング用補強材 
部品番号：90150147020

911 Fモデル (1965～1973年)

フレッシュエアボッ 
クスの排水ホース  
部品番号：90157128721 

911 Fモデル (1965～1968年)

フロントバンパー用ブラケット、プライマ塗装 
部品番号：90150131021GRV

911 Fモデル (1969～1973年)

トリムストリップ 
部品番号：91150509700

911 Fモデル (1972～1973年)、 
Carrera RS 2.7専用

各種ホースの固定用 
クランプ、40-60x9 
部品番号：PCG51234802

911 Fモデル (1965～1973年)

ウインドシールドフレーム用トリムパネル ブラック 
部品番号：91155505962702

911 Gモデル (1984～1989年)、モデルイヤー 
1984～1986年：Carrera Cabrio専用、 
モデルイヤー1987～1989年： 
Carrera CabrioおよびCarrera Targaのみ
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技術文献
取扱説明書911 GT3 (ドイツ語) 〜2005年モデル 
部品番号：WKD99651005

英語/イギリス英語：WKD99652005 
英語/アメリカ英語：WKD99652105 
フランス語：WKD99653005 
フランス語/カナダ：WKD99653105 
イタリア語：WKD99654005 
スペイン語：WKD99655005 
オランダ語：WKD99659105 
スウェーデン語：WKD99659205

996 (2005年)、GT3のみ

取扱説明書911 Carrera 2 (ドイツ語) 〜 1998年モデル 
部品番号：WKD99612098

996 (1998年)、Carrera 2のみ

ポルシェ クラシック救急バッグ 
部品番号：PCG80070400

ポルシェ クラシックから、お客様のクラシックカーにぴったりの救急バッグが登
場しました。現代的なペピタデザインに、ブラックレザーのポルシェ クレストが
エンボス加工されています。

注意：救急バッグや救急キットを車内に装備することは、多くの国で法律で義務
付けられています。そのため、救急バッグの中身に破損がないか、耐久性を定期
的にチェックする必要があります。

すべてのクラシックモデル

キーポーチ、マルチカラーブル
ー、ポルシェ クレストのエンボ 
ス加工 
部品番号：PCG96410010

すべてのクラシックモデル

安全ベスト 
部品番号：00004400113

コンパクトサイズのパックに入った反
射ストライプ付きで高視認性の黄色安
全ベスト2枚。

すべてのクラシックモデル

キーポーチ、パシャ、ポルシェ  
クレストのエンボス加工 
部品番号：PCG92810010

すべてのクラシックモデル

アクセサリー

フロントインジケーターハウ 
ジングのテフロンワッシャー 
部品番号：PCG57316900

911 Gモデル (1974～1989年)

ワイパーブレードセット、 
シルバー 
部品番号：90162831100

911 Fモデル (1965～1967年)

リアワイパーアーム 
部品番号：94462803200

944 (1989～1991年)、 
M425 (リアウインドウワイパー)  
搭載の場合のみ 
968 (1992～1995年)

ワイパーアーム左、ブラック 
部品番号：90162801500

911 Fモデル (1968～1970年)

ワイパーアーム右、ブラック 
部品番号：90162801300

911 Fモデル (1968～1970年)

ワイパーアーム左、シルバー 
部品番号：90162892900

911 Fモデル (1965～1967年)

ワイパーアーム右、シルバー 
部品番号：90162893000

911 Fモデル (1965～1967年)

ワイパーブレードセット、 
ブラック 

部品番号：91462831110

911 Fモデル (1971～1973年) 
914 (1970～1976年) 

911 Gモデル (1974～1977年)

ワイパーブレードセット、 
ブラック 
部品番号：90162831120

911 Fモデル (1968～1970年)

ウインドスクリーンワイ 
パー用ホース5x1x15 
部品番号：111971521A

914 (1970～1976年) 
911 Gモデル (1974～1986年)

フォグランプ取り付け用内 
側クランププレート 
部品番号：91163115001

911 Gモデル (1974～1983年)

フォグランプ取り付け用 
外側クランププレート 
部品番号：91163106001

911 Gモデル (1974～1983年)

ウインドスクリーンワイパー 
タンク用シーリングキャップ 
部品番号：92852818303

928 (1978～1991年)
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スペアライトボックス 914 
部品番号：PCG91410001

バルブとヒューズのセット (12 V)、ポルシェ 914専用 

セット内容： 
1x ハイビーム、ロービーム H4 60/55W 
1x ハイビーム、ロービーム R2 45/40W 
1x インジケータライト P21W 
1x リバーシングライト P25W 
1x ブレーキ、テールライト P21/5W 
1x パーキングライト、番号灯 R5W 
1x 番号灯 T4W 
1x ヒューズ 8 A 
1x ヒューズ 16 A 
1x ヒューズ 25 A

914 (1970～1976年)

スペアライトボックス 356 - 12V 
部品番号：PCG35620001

ポルシェ 356 Cのために特別に組まれたバルブとヒューズのセット (12V) です

セット内容： 
1x ハイビーム、ロービーム用バルブ R2 45/40W 
1x インジケータライトバルブ P18W 
1x リバーシングライトバルブ P25W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ P18/5W 
1x パーキングライトバルブ T4W 
1x 番号灯バルブ R5W 
1x ヒューズ 8 A 
1x ヒューズ 25 A

356 (1963～1965年)、 
356 Bを除く、 
12V 車載電源回路搭載の場合のみ

スペアライトボックス 911 Fモデル 
部品番号：PCG91120001

このバルブとヒューズのセット (12 V) は、ポルシェ クラシックによって、ロング
ホイールベースが採用されたモデルイヤーのポルシェ 911 Fモデルのために特別に
再生産されました。

セット内容： 
1x ハイビーム、ロービーム H4 60/55W 
1x ロービーム、ハイビーム用バルブ H1 55W 
1x インジケータライトバルブ P21W 
1x リバーシングライトバルブ P18W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ P21/5W 
1x パーキングライト、番号灯バルブ T4W 
1x ヒューズ 5 A 
1x ヒューズ 8 A 
1x ヒューズ 16 A 
1x ヒューズ 25 A

911 Fモデル (1969～1973年)

スペアライトボックス 911 Fモデル 
部品番号：PCG91110001

このバルブとヒューズ (12 V) のセットは、ショートホイールベースの初期モデル
のポルシェ 911 Fモデルのために特別に組まれたものです。 
セット内容： 
1x ハイビーム、ロービーム用バルブ R2 45/40W 
1x ロービーム、ハイビーム用バル H1 55W 
1x インジケータライトバルブ P18W 
1x リバーシングライトバルブ P25W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ P18/5W 
1x パーキングライト、番号灯 T4W 
1x ヒューズ 8 A 
1x ヒューズ 25 A

911 Fモデル (1965～1968年)

スペアランプボックス 356 - 6 V 
部品番号：PCG35610001

ポルシェ クラシックがPorsche 356 B/Cのために
特別に再生産：このバルブとヒューズのセット 
(6 V) は、ホワイトの「PORSCHE」エンボスロゴ
付きで、内側にはフォームインサートが敷かれたヒ
ストリカルポルシェレッドのメタルボックスに安全
に収納されています。 
セット内容： 
1x ハイビーム、ロービーム用バルブ  
6V R2 45/40W 
1x インジケータライトバルブ 6V P18W 
1x リバーシングライトバルブ 6V P21W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ 6V P18/5W 
1x テールライトバルブ 6V C5W 
1x パーキングライトバルブ 6V T4W 
1x 番号灯バルブ 6V R5W 
1x ヒューズ 8 A 
1x ヒューズ 25 A

356 (1959～1965年)、6V電源搭載の場合のみ

スペアライトボックス 911 Gモデル 
部品番号：PCG91130001

ポルシェ 911 Gモデルのために特別に揃えたセットを、安全に収納：ポルシェ クラ
シックが再生産するバルブとヒューズのこのセット (12 V) には、ホワイトの
「PORSCHE」エンボスロゴ付きで、内側にはフォームインサートが敷かれたヒス
トリカルポルシェレッドのメタルボックスに安全に収納されています。

セット内容： 
1x ハイビーム、ロービームバルブ H4 60/55W 
1x インジケータライト、リバーシングライトバルブ P21W 
1x ブレーキ、テールライト P21/5W 
1x パーキングライト T4W 
1x 番号灯バルブ R5W 
1x サイドのインジケータライトバルブ W5W 
1x ヒューズ 5 A 
1x ヒューズ 8 A 
1x ヒューズ 16 A 
1x ヒューズ 25 A

911 Gモデル (1974～1989年)
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スペアライトボックス 924/944 
部品番号：PCG94410001

このバルブとヒューズのセット (12 V) は、ポルシェ 924およびポルシェ 944の
ために特別に組まれ、ポルシェ クラシックから再生産されるものです。 

セット内容： 
1x ハイビーム、ロービーム H4 60/55W 
3x インジケータ、ブレーキ、リバースライトバルブ P21W 
1x テールライトバルブ R5W 
1x パーキングライト、番号灯、サイドのインジケータライトバルブ T4W 
1x サイドのインジケータライト W5W 
1x ヒューズ 8 A Torpedoヒューズ 
1x ヒューズ 16 A Torpedoヒューズ 
1x ヒューズ 25 A Torpedoヒューズ 
1x ヒューズ 7.5 A FK2 
1x ヒューズ 15 A FK2 
1x ヒューズ 25 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK2

924 (1976～1988年) 
944 (1982～1991年)

スペアライトボックス 928 
部品番号：PCG92810001

ポルシェ 928 のために特別に揃えたセットを、安全に収納：ポルシェ クラシック
が 再 生 産 す る バ ル ブ と ヒ ュ ー ズ の こ の セ ッ ト  ( 1 2  V )  に は 、 ホ ワ イ ト の
「PORSCHE」エンボスロゴ付きで、内側にはフォームインサートが敷かれたヒス
トリカルポルシェレッドのメタルボックスに安全に収納されています。

セット内容： 
1x ハイビーム、ロービームバルブ H4 60/55W 
2x インジケータ、ブレーキ、リバースライトバルブ P21W 
1x テールライトバルブ R5W 
1x テールライトバルブ R10W 
1x リアフォグライト、テールライトバルブ P21/4W 
1x サイドのパーキングライトバルブ T4W 
1x 番号灯バルブ C5W 
1x ヒューズ 1 A FK2 
1x ヒューズ 5 A FK2 
1x ヒューズ 7.5 A FK2 
1x ヒューズ 10 A FK2 
1x ヒューズ 15 A FK2 
1x ヒューズ 20 A FK2 
1x ヒューズ 25 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK2 
1x ヒューズ 8 A Torpedoヒューズ 
1x ヒューズ 16 A Torpedoヒューズ 
1x ヒューズ 25 A Torpedoヒューズ

928 (1978～1995年)

スペアライトボックス 964 
部品番号：PCG96410001

バルブとヒューズのこのセット (12 V) は、ポルシェ 911 (964 型) のために特別に
開発されました。ポルシェ クラシックが再生産するこのランプとヒューズは、ブ
ラックの「PORSCHE」エンボスロゴ付きで、内側にはフォームインサートが敷
かれたヒストリカルポルシェシルバーのメタルボックスに収納されています。 
セット内容： 
1x ハイビーム、ロービームバルブ H4 60/55W 
1x インジケータライト、リバーシングライトバルブ P21W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ P21/5W 
1x パーキングライトバルブ T4W 
1x 番号灯バルブ C5W 
1x 番号灯バルブ R5W 
1x サイドのインジケータライトバルブ W5W 
1x ヒューズ 7.5 A FK2 
1x ヒューズ 15 A FK2 
1x ヒューズ 25 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK2 
1x ヒューズ 40 A FK2

964 (1989～1994年)

スペアライトボックス 968 
部品番号：PCG96810001

ポルシェ クラシックが再生産：バルブとヒューズのセット (12 V)、 
ポルシェ 968 専用。

セット内容： 
1x ハイビーム、ロービームバルブ H4 60/55W 
1x インジケータライト、リバーシングライトバルブ P21W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ P21/5W 
1x テールライトバルブ R5W 
1x パーキングライト、サイドのインジケータライトバルブ W5W 
1x 番号灯バルブ C5W 
1x ヒューズ 7.5 A FK2 
1x ヒューズ 15 A FK2 
1x ヒューズ 25 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK2

968 (1992～1995年)
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スペアランプボックス Cayenne 第1世代 
部品番号：PCG9PA10001

このバルブとヒューズのセット (12 V) は、第一世代のポルシェ Cayenneのため
に特別に揃えられ、ポルシェ クラシックによって再生産されたものです。

セット内容： 
1x ロービーム、ハイビームバルブ H7 55W 
1x インジケータ、ブレーキ、リバーシングライトバルブ P21W 
1x インジケータライトバルブ、イエロー PY21W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ P21/5W 
1x リアフォグ、テールライトバルブ P21/4W 
1x パーキングライトバルブ W5W 
1x 番号灯バルブ C5W 
1x サイドのインジケータライトバルブ、イエロー WY5W 
1x ヒューズ 5 A FK2 
1x ヒューズ 7.5 A FK2 
1x ヒューズ 10 A FK2 
1x ヒューズ 15 A FK2 
1x ヒューズ 20 A FK2 
1x ヒューズ 25 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK3 
1x ヒューズ 40 A FK3 
1x ヒューズ 60 A FK3

リトロニックヘッドライト装備車両には使用できません。 

Cayenne E1 (2003～2010年)

スペアライトボックス 996 
部品番号：PCG99610001

ポルシェ クラシックが再生産：ポルシェ 911 (996型) のために特別に揃えた、 
バルブとヒューズのセット (12 V)。 

セット内容：  
1x ロービーム、ハイビームバルブ H7 55W 
1x インジケータライト、リバーシングライトバルブ P21W 
1x インジケータライトバルブ イエロー PY21W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ P21/5W 
1x テールライトバルブ R5W 
1x パーキングライト、サイドのインジケータライトバルブ W5W 
1x パーキングライトバルブ (モデルイヤー2002年以降) H6W 
1x サイドのインジケータライトバルブ イエロー WY5W 
1x 番号灯バルブ C5W 
1x 追加ブレーキライトバルブ W3W 
1x ヒューズ 5 A FK2 
1x ヒューズ 7.5 A FK2 
1x ヒューズ 15 A FK2 
1x ヒューズ 25 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK2 
1x ヒューズ 40 A FK2

リトロニックヘッドライト装備車両には使用できません。

996 (1998～2005年)

スペアライトボックス 993 
部品番号：PCG99310001

ポルシェ 911 (993型) のために安全に収納し特別にアレンジ：ポルシェ クラシッ
クから再生産するこのバルブとヒューズのセット (12V) には、歴史的なポルシェ
のシルバー、ブラックで盛り上がった「PORSCHE」のロゴ、内側にフォームイ
ンサート付きのメタルボックスが付属します。

セット内容： 
1x ロービーム、ハイビームバルブ H1 55W 
1x インジケータライト、リバーシングライトバルブ P21W 
1x インジケータライトバルブ イエロー PY21W 
1x ブレーキ、テールライトバルブ P21/5W 
1x パーキングライトバルブ T4W 
1x 番号灯バルブ C5W 
1x サイドのインジケータライトバルブ W5W 
1x ヒューズ 7.5 A FK2 
1x ヒューズ 15 A FK2 
1x ヒューズ 25 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK2 
1x ヒューズ 40 A FK3 
1x ヒューズ 60 A FK3

リトロニックヘッドライト装備車両には使用できません。

993 (1994～1998年)、Carrera 4を除く

スペアライトボックス 986 
部品番号：PCG98610001

バルブとヒューズのこのセット (12 V) は、ポルシェ Boxster (986型) のために
特別に開発されました。

セット内容： 
1x ロービーム、ハイビームバルブ H7 55 W 
2x インジケータ、ブレーキ、リバーシングライトバルブ P21W 
1x インジケータライトバルブ、イエロー PY21W 
1x テールライトバルブ R5W 
1x パーキングライト、サイドのインジケータライトバルブ W5W 
1x パーキングライトバルブ H6W 
1x サイドのインジケータライトバルブ、イエロー WY5W 
1x 番号灯バルブ C5W 
1x 追加ブレーキライトバルブ W3W 
1x ヒューズ 5 A FK2 
1x ヒューズ 7.5 A FK2 
1x ヒューズ 15 A FK2 
1x ヒューズ 25 A FK2 
1x ヒューズ 30 A FK2

リトロニックヘッドライト装備車両には使用できません。 

986 (1997～2004年)
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ポルシェ クラシックカーケアセット 
部品番号：PCG90101041

お客様とポルシェとの関係はきっと特別なものでしょう。長い関係であれば、な
おさらケアが必要です。そこで、この17個の製品からなるポルシェ クラシック 
カーケアセットがおすすめです。このセットにはエクステリア全体に使えるさま
ざまな製品が含まれており、ポルシェのすべての世代の塗装に適しています。自
社開発：このセットに含まれるすべてのケア製品は非常に厳しい条件のもとでテ
ストされ、車両の要件にベストマッチするよう調整されています。千鳥格子模様
のクラシックで高品質な収納バッグが特別な存在感を放っています。

目標：「本来の走り」への情熱とクラシックカーへの愛を維持すること。そうす
ることによって、お客様のクラシックカーは路上で輝き続けることができます。

17個の製品で構成されるポルシェ クラシックカーケアセットは、ポルシェ クラ
シック パートナーまたはポルシェ センターで入手可能です。もちろん、ケア製
品の残りが少なくなったら、いずれの製品も後から単品で注文することができま
す。こうしていつまでもセットを揃えておくことができます。

このカーケアセットには17個の製品が含まれています。

- カーシャンプー 
- ポリッシュ 
- ハードワックス 
- クリーニング用パテ 
- ホイールクリーナー 
- タイヤクリーナー 
- プラスチックコンディショナー 
- ウインドウクリーナー 
- 2x マイクロファイバークロス 
- セーム革 
-  スポンジセット (3個セット：スポンジ、ワックスアプリケーター、ポリッシュ

パッド)
- ブラシセット (3個セット)

すべての国で入手可能 (ロシアと中国を除く)。

すべてのクラシックモデル

ブラシセット付きホ 
イールクリーナー 
部品番号：PCG04400087

ブ ラ シ セ ッ ト 付 き ホ イ ー ル ク リ ー
ナー。無酸タイプ。しつこいブレーキ
の摩耗片もきれいに落とします。ブラ
シ3個セットが含まれており、ホイー
ルクリーナーと一緒に使用すると汚れ
を効果的に落とすことができます。 
ホイールクリーナー、単品： 
PCG90102340

すべてのクラシックモデル

タイヤクリーナー 
部品番号：PCG90103141

最大限の保護。ポルシェ クラシック タ
イヤブラックの特別なお手入れ用品。
ゴムの奥まで浸透して、特に日差しの
強い場所でタイヤを保護します。 

すべてのクラシックモデル

プラスチックコンディショナー 
部品番号：PCG90103041

特殊なケアオイルと光安定剤を混合し
たこのプラスチックコンディショナー
は、可塑剤の揮散を抑制します。目に
見える効果：ゴムやプラスチックを柔
らかなまま保ち、経年劣化による硬化
や割れを防ぎます。 

内容量：250 ml

すべてのクラシックモデル

ペイントポリッシュ 
部品番号：PCG90101441

輝くベース。このポリッシュはあらゆる塗装の種類と世代に使用できます。高品
質である理由は、均一で同じ形の構造を持つ研磨粒子の特性にあります。これに
よって細かいキズを防ぎ、むらなく仕上げることができます。また、研磨粒子に
はプラスチックが使用されていません。

内容量：250 ml

すべてのクラシックモデル

ポルシェ クラシック シリコンクリ
ーナー
部品番号：PCG04400093

ポルシェのために特別に開発：クラシ
ック シリコンクリーナー。
年間を通して集中ウインドウクリーニ
ングシステム装備車に使用できます。
凍結温度は-20 ℃です。

モータースポーツから適合：
このクリーナーを使えば、こびりつい
た頑固なシリコンの汚れも落とせま
す。また、汚れのひどいクラシックカ
ーのウインドウに洗剤として使用する
ことも可能です。

米国仕様を除く。

911 Gモデル (1986～1989年) 
928 (1978～1995年)

ハードワックス、液体 
部品番号：PCG90101640

最高の効果を。
特殊なナノポリマーにより長期の防錆
および保護、そして最大限の光沢を実
現。この液体ハードワックスはクラシ
ックカーの塗装にその効果をもたらし
ま す 。 理 由 ： ワ ッ ク ス の 4 0 % 以 上
が、世界で最も硬い植物性ワックスと
言われるカルナバ蝋でできているた
め。しかし取り扱いは簡単です。

内容量：250 ml

すべてのクラシックモデル

ハンドライト 
部品番号：64472260101

これほど美しく灯るランプはあまりないでしょう：1963 年にはすでにポルシェ 
356 のアクセサリーカタログに掲載されていたオリジナルのハンドライトをベー
スに設計し、再生産したものです。2 種類の照明モードを備えたバッテリー駆動
式 LED ランプにより、このハンドライトは、クラシックなデザインと最新技術の
両方が備わっています。さらに、このハンドライトは、ゴム製マグネットによっ
て車両にしっかりと固定できます。ポルシェ クレストが刻印されたレザーケース
も、ポルシェ 356 の当時のシート素材を使用しており、本当のアイキャッチャー
です。時代を感じさせないデザインと現代の技術が融合した一品。

すべてのクラシックモデル
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フィルムセット「アドベン 
チャー」
部品番号：PCG04480600

冒険を求める人は、目立つのが好きな
はずです。そのため、このフィルムセ
ット「アドベンチャー」では、強烈な
カラーアクセントを採用しました。ガ
ーズレッドとグレーのコントラストで
す。「ホッケースティック」デザイン
がDピラーまで施され、スポーティな
印象を高めます。「PORSCHE」ロゴ
も隠れず、車両のペイントカラーもわ
かります。

Cayenne E1 (2003～2010年)

フィルムセット「ラリー」 
部品番号：PCG04480500

ぬかるみや泥でよごれても、Cayenne
がスタイリッシュな装いで登場してい
けない理由はありません。フィルムセ
ット「ラリー」は、アイスレースブル
ーとグレーのカラートーンで、フロン
トドアにはホワイトでスタート番号
「 1 1 」 が 描 か れ て い ま す 。 大 き な
「Cayenne」および「PORSCHE」の
ロゴが、本物のラリーの雰囲気を醸し
出します。

Cayenne E1 (2003～2010年)

フィルムセット「ハント」 
部品番号：PCG04480700

次のカーブの後で獲物を狙っているところ、それとも車両の少ないオフロードコ
ースを走っているところでしょうか。それならフィルムセット「ハント」は最高
のスポーティな相棒です。ハント (オリーブ) では「ホッケースティック」デザイ
ンがDピラーまで施されています。コントラストカラーのグレーとボディのシン
プルな「PORSCHE」ロゴが、オフロードドライビングでのあなたの本気度を示
しています。

Cayenne E1 (2003～2010年)

三角表示板「ポルシェ」 
部品番号：PCG86025100

ポルシェ クラシック限定販売：ポルシェ クラシックの折りたたみ式三角表示板。
すべてのポルシェ モデルに使用可能。ブラックのケースには「PORSCHE」ロゴが
付いています。EUの規定に準拠。

すべてのクラシックモデル

Touring Bag 901 
部品番号：90180213105

Touring Bag 901のHighlights：

-  モデルイヤー1964～1973年の911インテリアのスタ
イルを踏襲したペピータ柄とレザー

-  911 SWBのレザーホーンボタンと同様にポケットにク
レストをエンボス加工

-  裏地は特徴的な「PORSCHE」千鳥格子柄

-  内装：356 Roadsterのドアトリムを模したコンパート
メント

-  サイドにハンドライト、タッチアップペンシル、タイ
ヤ空気圧ゲージ、型式・寸法・公差ブックレット用の
収納トレイ

-  安全ベスト、三角表示板、ファーストエイド救急バッ
グ、1Lスペアモーターオイル、ハンドライト、タイ
ヤ空気圧ゲージを収納できるフォームインサートが 
付属

すべてのクラシックモデル

Touring Bag 356 
部品番号：64480213106

- Touring Bag 356のHighlights：

-  ツールキット356スタイルおよび356モデルインテリアス
タイルのレザー

-  356のスペアタイヤ取り付け用ストラップスタイルのブ
ラウンレザーキャリーストラップ

-  金属製の「PORSCHE」ロゴは、製造年1954年までの
356のフロントとリアのスタイルを踏襲 (ボンネットグリ
ップにポルシェ クレストが導入されたのが1954年。そ
れ以前は車体のロゴのみ) 

-  内装：356 Roadsterのドアトリムを模したコンパートメ
ント 

-  サイドにハンドライト、タッチアップペンシル、タイヤ
空気圧ゲージ、型式・寸法・公差ブックレット用の収納
トレイ

-  安全ベスト、三角表示板、ファーストエイド救急バッ
グ、1Lスペアモーターオイル、ハンドライト、タイヤ空
気圧ゲージを収納できるフォームインサートが付属 

すべてのクラシックモデル
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356
1948 – 1965 

生産個数 77,766 
供給可能な部品 2,100

エンジン

メインシャフトベアリング用接続フラ
ンジ  
(1955～1965年) 356 pre Aを除く、 
356 Carrera のみに対応 
部品番号：547 05236

ポルシェ クラシック モーターオイル  
20W–50、1 リットル  
(1948～1965年) 
部品番号：00004320928

ホイール/ブレーキ

ブレーキドラム、フロント  
(1959～1963年) 
部品番号：69534106102

ブレーキラインのゴム製グロメット用
クランプピース 
(1950～1965年) 
部品番号：91435565200

アクセサリー

スペアライトボックス 356 – 6 V 
(1959～1965年)、6 V 車載電源回路
搭載の場合のみ 
部品番号：PCG35610001 

スペアライトボックス 356 – 12 V 
(1963～1965年)、356 Bを除く、 
12 V 車載電源回路搭載の場合のみ 
部品番号：PCG35620001

911 Fモデル
1965 – 1973

生産個数 81,100 
供給可能な部品 3,500

エンジン

サポートブラケット 
(1970～1973年)、キャブレターエン
ジン搭載の 911 T 専用 
部品番号：91110632400

ポルシェ クラシック モーターオイル 
20W–50、1リットル  
(1965～1973年)  
部品番号：00004320928

オルタネーター (Motorola) 用テンシ
ョンキャップ  
(1965～1973年) 
部品番号：90160342803

オイルタンク用ポット  
(1972年)、オイルキャップモデル 
専用 
部品番号：91120730700

トランスミッション

スピードメーター接続およびオイルポ
ンプ接続付きフロントギアボックスカ
バー (1972～1973年) 
部品番号：91530130112

トランスミッションハウジング  
(1972～1973年)、サーボスプリ 
ングなし 
部品番号：91530190109

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル75W-90 GL-5、1リットル 
(1965～1973年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

アルミニウム製ギアハウジング  
(1972～1973年)、トランスミッショ
ン型式 915 
部品番号：91530190203

シフトフォーク 1速、リバースギア 
(1965～1971年)  
部品番号：90130315105

シフトフォーク 2速〜5速  
(1965～1971年) 
部品番号：90130311113

シフトフォーク 3速〜4速  
(1972～1973年) 
部品番号：91530311211

シフトフォーク、リバースギア  
(1970～1973年)、Sportomaticトラ
ンスミッション 
部品番号：92530315100

シフトロッド リバースギアおよび5速  
(1972～1973年)  
部品番号：91530310509

トランスミッションのサークリップ  
(1965～1973年) 
部品番号：91130231101

フロントアクスル/ステアリング

ステアリングシャフト用カバー  
(1965～1968年) 
部品番号：90134773130

イグニッションロック取り付け用シム
プレート  
(1965～1973年) 
部品番号：91134761300 

フロントアクスルのホイールベアリン
グ固定用スラストワッシャー、16  mm  
(1965～1973年) 
部品番号：90134166301

ステアリングカバーおよびタイムクロ
ック用スプリングナット 
(1965～1973年) 
部品番号：99950720901

ステアリングシャフト用フェルトシー
ルリング 
(1965～1968年)、912 にも対応 
部品番号：90134773600

ステアリングシャフトチューブ用ガイ
ドブッシュ  
(1965～1968年) 
部品番号：90134773500

ベアリングブロック上部  
(1965～1968年)、912にも対応 
部品番号：90134773301

ベアリングブロック下部  
(1965～1968年)、912にも対応  
部品番号：90134773401

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール用ハブ  
(1965～1973年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34790100

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ 
(1965～1973年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ 
(1965～1973年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

ステアリングシャフトチューブ用グロ
メット 
(1965～1968年)、912にも対応 
部品番号：90134779500

リアアクスル

ベアリングカバー リアアクスルストラ
ット、ブラック  
(1965～1973年) 
部品番号：90133315301

ホイール/ブレーキ

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
6Jx15、ET 36 光沢仕上げ/アル 
マイト仕上げ 
(1969～1973年) 
部品番号：91136102000

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
7Jx15、ET 23.3 光沢仕上げ/アルマ
イト仕上げ  
(1969～1973年) 
部品番号：91136102011

ブレーキラインのゴム製グロメット用
クランプピース 
(1965～1973年) 
部品番号：91435565200

ハンドレバーおよびペダル装置

ペダル装置の中間ピース  
(1970～1973年) 
部品番号： 90142350702

ボディ

フレッシュエアフラップ用操作レバー 
(1965～1968年)、ショートホイール
ベース仕様限定、912にも対応 
部品番号：90157108120

カバーシートメタル フロント  
(1972～1973年)、RS 2.7専用  
部品番号：90151101023GRV

タルガルーフ盗難防止用ロック 
(1966～1973年)、Targa専用 
部品番号：PCG56507500

ウィンドウレール 右  
(1965～1968年)、クーペ専用 
部品番号：90154204621

フェンダーシートメタル 左  
(1972～1973年)、RS 2.7専用  
部品番号：90150303126GRV

フェンダーシートメタル 右  
(1972～1973年)、RS 2.7専用  
部品番号：90150303224GRV

フロントサイドウインドウ用ベアリン
グ、クローム仕様 
(1965～1973年)、912にも対応 
部品番号：90154255851

各種ホースの固定用クラン
プ、40-60x9 
(1965～1973年) 
部品番号：PCG51234802

サイドセクションシートメタル 左 
(1972～1973年)、RS 2.7専用  
部品番号：91150304501GRV

サイドセクションシートメタル 右  
(1972～1973年)、RS 2.7専用  
部品番号：91150304601GRV

タルガルーフ一式、アウターカバー  
スムーズ  
(1970～1973年)、Targa専用  
部品番号：90156500246

スタビライザーベアリング用補強材  
(1965～1973年) 
部品番号：90150147020

フレッシュエアボックスの排水ホース 
(1965～1968年)  
部品番号：90157128721

フロントバンパー用ブラケット、 
プライマ塗装済み 
(1969～1973年)  
部品番号：90150131021GRV

トリムストリップ 
(1972～1973年)、 
Carrera RS 2.7 専用  
部品番号：91150509700

電装品

ワイパーブレードセット、ブラック 
(1971～1973年) 
部品番号：91462831110

ワイパーブレードセット、ブラック 
(1968～1970年) 
部品番号：90162831120

ワイパーブレードセット、シルバー 
(1965～1967年) 
部品番号：90162831100

ワイパーアーム 左、ブラック  
(1968～1970年) 
部品番号：90162801500

ワイパーアーム 左、シルバー  
(1965～1967年) 
部品番号：90162892900

ワイパーアーム 右、ブラック  
(1968～1970年) 
部品番号：90162801300

ワイパーアーム 右、シルバー  
(1965～1967年) 
部品番号：90162893000

アクセサリー

スペアライトボックス 911 Fモデル  
(1965～1968年) 
部品番号：PCG91110001

スペアライトボックス 911 Fモデル  
(1969～1973年) 
部品番号：PCG91120001

914
1970 – 1976 

生産個数 118,982 
供給可能な部品 1,700

エンジン

ポルシェ クラシック モーターオイル  
20W–50、1 リットル 
(1970～1976年) 
部品番号：00004320928

トランスミッション

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1970～1976年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

シフトフォーク 1速、リバースギア  
(1970～1972年)、914/6を除く 
部品番号：90130315105

シフトフォーク2〜5速 
(1970～1976年)、914/6用、 
Sportomaticトランスミッ 
ション搭載の場合のみ 
部品番号：90130311113

トランスミッションのサークリップ 
(1970～1976年)、914/6を除く 
部品番号：91130231101

フロントアクスル/ステアリング

イグニッションロック取り付け用シム
プレート  
(1970～1976年) 
部品番号：91134761300 

フロントアクスルのホイールベアリン
グ固定用スラストワッシャ
ー、16  mm 
(1970～1972年)、914/6専用 
部品番号：90134166301

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ  
(1970～1976年)、レース専用、公道
認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1970～1976年)、レース専用、公道
認可なし 
部品番号：PCG34708410

ホイール/ブレーキ

ブレーキラインのゴム製グロメット用
クランプピース  
(1970～1976年) 
部品番号：91435565200

ハンドレバーおよびペダル装置

アクセラレータケーブル  
(1975～1976年)、エンジンコード
021搭載の場合のみ (1.8リッター 
キャブレター式エンジン) 
部品番号：91442306705

ペダル装置の中間ピース  
(1970～1976年)、914/6を除く  
部品番号：90142350702

電装品

トンネル ケーブルセット用 
ラバーグロメット (1970～1972年)、 
914/6専用 
部品番号：99970213250

テールライトハウジング 左 
(1970～1976年) 
部品番号：91463140317

テールライトハウジング 左 米国仕様  
(1970～1976年) 
部品番号：91463140318

テールライトハウジング 右  
(1970～1976年) 
部品番号：91463140417

テールライトハウジング 右 米国仕様  
(1970～1976年) 
部品番号：91463140418

イグニッションディストリビューター
用コンデンサ  
(1970～1976年)、914/6を除く、 
1.7リッターおよび2.0リッターエン 
ジンのみ 
部品番号：311905295C

ライトパネル 右 
(1970～1976年) 
部品番号：91463194911

ライトパネル 左 米国仕様  
(1970～1976年) 
部品番号：91463193912

パート 2：以下のページで、ポルシェ クラシックオリジナルパーツの一部をモデ
ル別に一覧します。

ポルシェクラシック純正パーツ
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ライトパネル 右  
(1970～1976年) 
部品番号：91463195011

ライトパネル 右 米国仕様  
(1970～1976年) 
部品番号：91463194012

ワイパーブレードセット、ブラック  
(1970～1976年) 
部品番号：91462831110

ウインドスクリーンワイパー用ホー 
ス 5x1x15 
(1970～1976年) 
部品番号：111971521A

アクセサリー

スペアランプボックス 914  
(1970～1976年) 
部品番号：PCG91410001

911 Gモデル
1974 – 1989 

生産個数 169,397 
供給可能な部品 7,100

エンジン

ポルシェ クラシック モーターオイル  
10W–60、1 リットル  
(1978～1989年)、3.0 L 以上の 
911専用、米国およびカナダを除く 
部品番号：00004320930

ポルシェ クラシック モーターオイル  
10W–60、1 リットル、米国バリエー
ション  
(1978～1989年)、3.0 L 以上の  
911専用、米国およびカナダのみ 
部品番号：PCG04321005

ポルシェ クラシック モーターオイル 
20W–50、1 リットル  
(1974～1977)、 
2.7リッターまでの911専用 
部品番号：00004320928

エンジンサスペンション用ショックア
ブソーバー  
(1983～1989)、Cabrioletおよび
Carrera Speedster (1989) 専用、 
Turboを除く 
部品番号：91137517501

オルタネーター (Motorola) 用テンシ
ョンキャップ 
(1974～1981年) 
部品番号：90160342803

クランクケースのスタッドボルト 
(1974～1989年) 
部品番号：93010117404

サーマルバルブ  
(1974～1983年) 
部品番号：91160610603

オイルタンクとエンジン間の 
接続ホース  
(1980～1983年)、911 SC専用 
部品番号：93010739409

燃料/エグゾーストシステム

エグゾーストパイプ  
(1978～1987年)、Turbo専用 
部品番号：93011116304

キャタライザー  
(1984～1989年)、 
3.2リッター Carrera 専用 
部品番号：93011323028

ホースクランプ (A9x71) イエローパシ
ベート処理済み、ヒーターパイプのラ
バースリーブ用溝付きネジ 
(1984～1989年)、Carrera専用 
部品番号：N 10047801

ヒートエクスチェンジャー  
(1984～1989年)、Turbo 専用 
部品番号：93021103304

トランスミッション

クラッチのリリースレバー 
(1975～1977年)、トランスミッ 
ションタイプ 915/44/49/60/65  
搭載、Turboを除く 
部品番号：91511671305

ブッシュ 3 速  
(1975～1988年)、4 速トランスミッ
ション搭載のTurbo専用 
部品番号：93030226300

トランスミッションハウジング  
(1974～1976年)、サーボスプリング
なし、Turboを除く 
部品番号：91530190109

ドライブシャフト用インナーリング 
(1975～1988年)、トランスミッショ
ンタイプ930/33/34/36搭載の
Turbo専用 
部品番号：93030226100

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1974～1989年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

アルミニウム製ギアハウジング  
(1972～1973年)、トランスミッショ
ン型式 915、Turboを除く 
部品番号：91530190203

シフトフォーク2〜5速  
(1974～1986年)、Sportomaticトラ
ンスミッション搭載の場合のみ、 
Turboを除く 
部品番号：90130311113

シフトフォーク 3速〜4速  
(1974～1986年)、Turboを除く 
部品番号：91530311211

シフトフォーク、リバースギア  
(1974～1983年)、Sportomaticトラ
ンスミッション タイプ925/16搭載、 
Turboを除く 
部品番号：92530315100

シフトロッド リバースギアおよび5速  
(1974～1986年)、Turboを除く 
部品番号：91530310509

トランスミッションのサークリップ  
(1974～1986年)、Turboを除く、5速
マニュアルトランスミッション搭載 
部品番号：91130231101

フロントアクスル/ステアリング

イグニッションロック取り付け用シム
プレート  
(1974～1986年) 
部品番号：91134761300 

ステアリングカバーおよびタイムクロ
ック用スプリングナット  
(1974～1989年)、 
1977年までのTurbo専用 
部品番号：99950720901

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール用ハブ  
(1974～1989年)、レース専用、公道
認可なし 
部品番号：PCG34791100

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ 
(1974～1989年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1974～1989年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

ホイール/ブレーキ

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
7Jx15、ET 23.3 光沢仕上げ/アルマ
イト仕上げ  
(1974～1977年)、Turboを除く 
部品番号：9113610201

ブレーキラインのゴム製グロメット用
クランプピース  
(1974～1978年) 
部品番号：91435565200

ハンドレバーおよびペダル装置

ペダルの中間ピース  
(1974～1977年) 
部品番号：90142350702

ボディ

盗難防止用タルガルーフ 
(1974～1983年)、Targa専用、 
Turboを除く  
部品番号：PCG56507500

盗難防止用タルガルーフ 
(1984～1989年)、Targa専用、 
モデルイヤー1985～1988年以降の
Turbo用 
部品番号：PCG56507510

ウィンドスクリーン、スモーク仕様  
(1987～1989年)、Speedster、 
Turboを除く 
部品番号：91154101125

ラバーリップリアスポイラー 
(1974～1977年)、Carrera専用、 
モデルイヤー1975年からの 
Turbo 3.0用 
部品番号：91151201900

冷媒ホース  
(1974～1983年)、エアコン 
装備車両専用 
部品番号：91157315402

フロントサイドウインドウ用ベアリン
グ、クロム  
(1974～1977年)、Turboを除く  
部品番号：90154255851

ケーブルセット、ドアミラー、 
助手席ドア  
(1978～1986年) 
部品番号：91161216601

ケーブルセット、ドアミラー、 
運転席ドア  
(1978～1986年) 
部品番号：91161216501

エアコン用ヒューズボックス3連装  
(1974～1989年)、エアコン 
搭載車両専用 
部品番号：91161209306

タルガルーフ一式、エンボス加工が施
されたアウターカバー  
(1974～1984年)、Targa専用  
部品番号：91156500240

タルガルーフ、ブラック  
(1986～1989)、Targa専用 
部品番号：PCG56500201707

電装品

カバー ヒューズボックス  
(1978～1983)、911 SC専用 
部品番号：91161216104

ケーブルセット用 ラバーグロメット、
トンネル 
(1974～1986年) 
部品番号：99970213250

フォグランプ取り付け用ラバーベース 
(1974～1983年) 
部品番号：91163115101

ワイパーブレードセット、ブラック 
(1974～1977年) 
部品番号：91462831110

ウインドスクリーンワイパー用ホース 
5x1x15 
(1974～1986年) 
部品番号：111971521A

コントロールユニット用10連ヒューズ
ボックス  
(1987～1989年) 
部品番号：91161208602

フォグランプ取り付け用外側クランプ
プレート 
(1974～1983年) 
部品番号：91163106001

フォグランプ取り付け用内側クランプ
プレート 
(1974～1983年) 
部品番号：91163115001

フロントインジケーターハウジングの
テフロンワッシャー  
(1974～1989年) 
部品番号：PCG57316900

アクセサリー

スペアランプボックス 911 Gモデル 
(1974～1989年) 
部品番号：PCG91130001

ポルシェ クラシック  
シリコンクリーナー  
(1986～1989年)、米国を除く 
部品番号：PCG04400093

924
1976 – 1988 

生産個数 150,684 
供給可能な部品 4,200

エンジン

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–50、1リットル  
(1976～1988年)、米国およびカナダ
を除く 
部品番号：PCG04321000

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–50、1リットル、米国バリエー
ション  
(1976～1988年)、米国およ 
びカナダ専用 
部品番号：PCG04321010

燃料/エグゾーストシステム

燃料フィラーネック用ガスケット 
(1976～1979年) 
部品番号：477201317

リアマフラー用パイプクランプ 
(1980～1985) 
部品番号：191253139G

トランスミッション

クラッチリリースシャフト  
(1976～1985年)、Turboを除く 
部品番号：088141701

マニュアルトランスミッションのカラ
ーナット、M22x1.5  
(1976～1979年)、トランスミッ 
ションタイプVAおよびVB専用、 
Turboを除く 
部品番号：47730228001

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1976～1988年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

シフトフォーク リバースギアおよび1
速ギア 
(1976～1979年)、トランスミッショ
ンタイプ VA および VB 搭載、 
Turboを除く 
部品番号：477303111

トランスミッションのサークリップ
(1976～1985年)、Turboを除
く、1976～1979年の5速マニュアル
トランスミッション搭載車両、 
および1979～1984年のトランスミ
ッションタイプ G31/01/02/03  
搭載車両専用 
部品番号：91130231101

トランスミッションドライブシャフト
用シリンダーローラーベアリング  
(1976～1979年)、トランスミッ 
ションタイプ VA および VB 搭載、 
Turboを除く 
部品番号：PCG11008400

フロントアクスル/ステアリング

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ  
(1976～1988年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1976～1988年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

リアアクスル

リアアクスルにショックアブソーバー
を取り付けるためのワッシャーB12  
(1976～1988年) 
部品番号：90002500903

ホイール/ブレーキ

エキスパンションタンク用シーリング
プラグ  
(1976～1985年)、Turboを除く 
部品番号：211611817A

電装品

バッテリースターターケーブル  
(1976～1985年)、Turboを除く 
部品番号：047971224A

アクセサリー

スペアランプボックス 924/944 
(1976～1988年) 
部品番号：PCG94410001

928
1978 – 1995 

生産個数 61,056 
供給可能な部品 8,500

エンジン

カムシャフトベアリングブリッジのシ
ールディスク  
(1987～1995年) 
部品番号：92810526101

ポルシェ クラシック モーターオイル  
10W–50、1 リットル  
(1978～1995年)、米国およびカナダ
を除く 
部品番号：PCG04321000

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–50、1リットル、米国バリエー
ション  
(1978～1995年)、米国およびカナダ
専用 
部品番号：PCG04321010

シリンダーヘッドカバー用ワッシャー 
(1985～1986年)、エンジンコード文
字M28.43-M28.46 付きの場合のみ 
部品番号：92810441703

燃料/エグゾーストシステム

ABSハイドロユニット取付用キャップ 
(1983～1991年) 
部品番号：92861287400

トランスミッション

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1978～1995年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

フロントアクスル/ステアリング

ステアリングカバーおよびタイムクロ
ック用スプリングナット 
(1983～1986年) 
部品番号：99950720901

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ 
(1978～1995年)、レース専用、 
公道認可なし  
部品番号：PCG34708420

Parts | Quick Search 104 105



ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1978～1995年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

ハンドレバーおよびペダル装置

オートマチックトランスミッション用
セレクターレバー用プッシュボタン  
(1983～1995年)、オートマチック車
両専用 
部品番号：92842627501

電装品

ウインドスクリーンワイパー 
タンク用シーリングキャップ 
(1978～1991年) 
部品番号：92852818303

アクセサリー

スペアランプボックス 928  
(1978～1995年) 
部品番号：PCG92810001

ポルシェ クラシック  
シリコンクリーナー  
(1978～1995年)、米国を除く 
部品番号：PCG04400093

944
1982 – 1991 

生産個数 163,302 
供給可能な部品 6,200

エンジン

カムシャフトベアリングブ 
リッジのシールディスク  
(1987～1991年)、SおよびS2専用 
部品番号：92810526101

ポルシェ クラシック モーターオイル  
10W–50、1 リットル 
(1982～1991年)、米国およびカナ 
ダを除く 
部品番号：PCG04321000

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–50、1リットル、米国バリエー
ション  
(1982～1991年)、米国およびカナダ
専用 
部品番号：PCG04321010

トランスミッション

オイルポンプギア  
(1986～1991年)、トランスミッショ
ンオイルクーラー搭載Turbo専用 
部品番号：PCG115119

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1982～1991年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

フロントアクスル/ステアリング

フロントショックアブソーバーのブラ
ケット  
(1985～1991年) 
部品番号：94461255700

リターンライン固定用ホロー 
スクリュー  
(1989～1991年)、944 IIを除く 
部品番号：99913403201

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ  
(1982～1991年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1982～1991年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

リアアクスル

リアアクスルショックアブソーバー用
ワッシャーB12  
(1982～1991年) 
部品番号：90002500903

ハンドレバーおよびペダル装置

オートマチックトランスミッション用
セレクターレバー用プッシュボタン  
(1989～1991年)、オートマチック 
車両専用 
部品番号：92842627501

電装品

リアワイパーアーム 
(1989～1991年)、M425 (リアワイ
パー) 搭載の場合のみ 
部品番号：94462803200

アクセサリー

スペアランプボックス 924/944  
(1982～1991年) 
部品番号：PCG94410001

959
1987 – 1988 

生産個数 292 
供給可能な部品 2,300

エンジン

冷却ブロワーホイール用シム 
(1987～1988年) 
部品番号：95910658000

エアフィルターインサート  
(1987～1988年) 
部品番号：95911018501

トランスミッション

シフトフォーク、リバースギア  
(1987～1988年) 
部品番号：95030311502

フロントアクスル/ステアリング

リターンライン固定用ホロー 
スクリュー 
(1987～1988年) 
部品番号：99913403201

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ  
(1987～1988年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1987～1988年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

リアアクスル

ホイールベアリング用シャフトシール
リング (1987～1988年) 
部品番号：95633170300

ホイール/ブレーキ

ブレーキラインのゴム製グロメット用
クランプピース  
(1987～1988年) 
部品番号：91435565200

ハンドレバーおよびペダル装置

ペダル装置の中間ピース 
(1987～1988年) 
部品番号：90142350702

964
1989 – 1994 

生産個数 63,762  
供給可能な部品 5,000

エンジン

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–60、1 リットル 
(1989～1994年)、米国およびカナダ
を除く 
部品番号：00004320930

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–60、1 リットル、米国バリエー
ション  
(1989–1994)、米国およびカナダ 
専用 
部品番号：PCG04321005

燃料/エグゾーストシステム

フューエルリターンライン 
(1989～1994年)  
部品番号：96435636703

トランスミッション

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1989～1994年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

フロントアクスル/ステアリング

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール用ハブ  
(1989～1994年)、レース専用、公道
認可なし、エアバッグ非搭載車両のみ 
推奨される

部品番号：PCG34796400

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ  
(1989～1994年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1989～1994年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

ボディ

盗難防止用タルガルーフ  
(1990～1994年)、Targa専用、 
TurboおよびRSを除く  
部品番号：PCG56507510

タルガルーフ、ブラック  
(1989～1990年)、Targa専用、 
TurboおよびRSを除く 
部品番号：PCG56500201707

フロントウィンドウフレーム用トリム
パネル (ブラック) 
(1984～1989年)、モデルイヤー
1984～1986年：Carrera Cabrio専
用、モデルイヤー1987～1989年： 
Carrera CabrioおよびCarrera  
Targa専用 
部品番号：91155505962702 

アクセサリー

スペアランプボックス 964  
(1989～1994年) 
部品番号：PCG96410001

968
1992 – 1995 

生産個数 11,248 
供給可能な部品 5,900

エンジン

カムシャフトベアリングブリッジのシ
ールディスク 
(1992～1995年) 
部品番号：92810526101

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–50、1 リットル  
(1992～1995年)、米国およびカナダ
を除く 
部品番号：PCG04321000

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–50、1リットル、米国バリエー
ション  
(1992～1995年)、米国およびカナダ
専用 
部品番号：PCG04321010

トランスミッション

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1992～1995年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

フロントアクスル/ステアリング

リターンライン固定用ホロー 
スクリュー  
(1992～1995年) 
部品番号：99913403201

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1992～1995年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ  
(1992～1995年)、レース専用、 
公道認可なし  
部品番号：PCG34708420

リアアクスル

リアアクスルショックアブソーバー用
ワッシャーB12 
(1992～1995年) 
部品番号：90002500903

電装品

リアワイパーアーム 
(1992～1995年) 
部品番号：94462803200

アクセサリー

スペアランプボックス 968  
(1992～1995年) 
部品番号：PCG96810001

993
1994 – 1998 

生産個数 68,881 
供給可能な部品 6,600

エンジン

クランクケース 3.8 L  
(1994～1998年)、WLS X51 搭載
Carrera用、吸入モータータイプ
M64/20搭載RS用、Turboを除く 
部品番号：99310100541

ポルシェ クラシックモーターオイル  
10W–60、1 リットル  
(1994～1998年)、米国およびカナダ
を除く 
部品番号：00004320930

ポルシェ クラシック モーターオイル 
10W–60、1 リットル、米国バリエー
ション  
(1994–1998)、米国およびカナダ 
専用 
部品番号：PCG04321005

トランスミッション

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1994～1998年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

リペアセット ボールベアリング フロン
トアクスルトランスミッション  
(1995～1998年)、Carrera 4専用 
部品番号：PCG34901022

フロントアクスル/ステアリング

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール用ハブ  
(1994～1998年)、レース専用、公道
認可なし、エアバッグ非搭載車両のみ 
推奨される 
部品番号：PCG34796400 

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ  
(1994～1998年)、レース専用、 
公道認可なし  
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1994～1998年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

ホイール/ブレーキ

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
10Jx18、ET 65 リアアクスル  
(1996～1998年)、Carrera 2 および
Carrera 4 (クーペのみ) 専用 
部品番号：99636217000

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
8Jx18、ET 52 フロントアクスル  
(1996～1998年)、Carrera 2および
Carrera 4 (クーペのみ) 専用 
部品番号：99636216000

ボディ

トップシールストリップ、ブラック 
(1994～1998年) 
部品番号：99350534300

カバーパネルのブラケット (左リア)  
(1996～1997)、RS専用 
部品番号：PCG55912500

カバーパネルのブラケット (右リア) 
(1996～1997)、RS専用 
部品番号：PCG55912600

「turbo」ロゴ、クロームメッキ仕様  
(1995～1998年)、Turbo専用 
部品番号：993559237034PU

アクセサリー

スペアバルブボックス 993  
(1994～1998年)、Carrera 4 を除
く、リトロニックヘッドライト非対応 
部品番号：PCG99310001

986
1997 – 2004 

生産個数 164,874 
供給可能な部品 8,400

エンジン

ポルシェ クラシック モーターオイル 
5W–50、1 リットル  
(1997～2004年)、米国およびカナダ
を除く 
部品番号：PCG04321040

ポルシェ クラシック モーターオイル 
5W–50、1 リットル、米国バリエー
ション  
(1997～2004)、米国およびカナダ 
専用 
部品番号：PCG04321050

トランスミッション

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1997～2004年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052
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フロントアクスル/ステアリング

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ  
(1997～2004年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1997～2004年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

ホイール/ブレーキ

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
10Jx18、ET 65 リアアクスル 
(1997～2004年)、17  mm スペーサ
ーディスクとの組み合わせのみ 
部品番号：99636217000

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
8Jx18、ET 52 フロントアクスル  
(1997～2004年) 
部品番号：99636216000

アクセサリー

スペアバルブボックス 986  
(1997～2004年)、リトロニッ 
クヘッドライト非対応 
部品番号：PCG98610001

996
1998 – 2005 

生産個数 175,262 
供給可能な部品 13,500

エンジン

ポルシェ クラシック モーター 
オイル 5W–50、1 リットル  
(1998～2005)、米国およびカナダを
除く 
部品番号：PCG04321040

ポルシェ クラシック モーターオイル 
5W–50、1 リットル、米国バリエー
ション  
(1998～2005)、米国およびカナダ 
専用 
部品番号：PCG04321050

トランスミッション

ポルシェ クラシック トランスミッショ
ンオイル 75W–90 GL-5、1 リットル  
(1998～2005年)、マニュアルトラン
スミッション搭載車専用 
部品番号：PCG04321052

フロントアクスル/ステアリング

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、レッドのステ
ッチ 
(1998～2005年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708420

ポルシェ クラシック パフォーマンス 
ステアリングホイール、ブラックのス
テッチ  
(1998～2005年)、レース専用、 
公道認可なし 
部品番号：PCG34708410

リアアクスル

サイドセクション リアアクスル 左 
(1999～2005年)、GT2およびGT3 
専用、カップモデルにも対応 
部品番号：99633105590

サイドセクション リアアクスル 右 
(1999～2005年)、GT2およびGT3 
専用、カップモデルにも対応 
部品番号：99633105690

ホイール/ブレーキ

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
10Jx18、ET 65 リアアクスル 
(1998～2005年)、Carrera 2、4 お
よび GT3 (モデルイヤー2000まで)  
専用 
部品番号：99636217000

Fuchsfelge® (フックスホイール) 
8Jx18、ET 52 フロントアクスル  
(1998～2005)、Carrera 2、4および
GT3 (モデルイヤー2000まで) 専用 
部品番号：99636216000

技術文献

取扱説明書 911 Carrera 2  
(1998) 
部品番号：WKD9961XX98、国コー
ド (XX) はカタログのパート 01、 
技術文献を参照

取扱説明書 911 GT3  
(2005) 
部品番号：WKD9965XX05、国コー
ド (XX) はカタログ パート 01、 
技術文献を参照

アクセサリー

スペアバルブボックス 996  
(1998～2005年)、リトロニックヘッ
ドライト非対応 
部品番号：PCG99610001

Cayenne E1
2003 – 2010 

生産個数 276,669  
供給可能な部品 9,900

アクセサリー

スペアバルブボックス Cayenne  
第 1 世代  
(2003～2010年)、リトロニックヘッ
ドライト非対応 
部品番号：PCG9PA10001

フィルムセット「Adventure」  
(2003～2010年) 
部品番号：PCG04480600

フィルムセット「Hunt」 
(2003～2010年) 
部品番号：PCG04480700

フィルムセット「Rallye」 
(2003～2010年) 
部品番号：PCG04480500

すべてのクラ
シックモデル
アクセサリー

ブラシセット付きホイールクリーナー 
部品番号：PCG04400087

ハンドライト  
部品番号：64472260101

ハードワックス、液体  
部品番号：PCG90101640

プラスチックコンディショナー 
部品番号：PCG90103041

ペイントポリッシュ  
部品番号：PCG90101441

ポルシェ クラシック ブレーキフルー
ド、1 リットル 
部品番号：00004430501

ポルシェ クラシック ガソリン添加剤、 
300 ml 
部品番号：00004420602

ポルシェ クラシック ガソリン添加剤、 
300 ml、米国バリエーション  
部品番号：00004420622

ポルシェ クラシック カーケアセット 
部品番号：PCG90101041

ポルシェ クラシック救急バッグ 
部品番号：PCG80070400

タイヤ空気圧ゲージ「ポルシェ クラシ
ック」、レザーケース付き 
部品番号：91172220200

タイヤクリーナー 
部品番号：PCG90103141

キーポーチ、マルチカラーブルー、 
ポルシェ クレストのエンボス加工 
部品番号：PCG96410010

キーポーチ、パシャ、ポルシェ クレス
トのエンボス加工 
部品番号：PCG92810010 

Touring Bag 356 
部品番号：64480213106

Touring Bag 901 
部品番号：90180213105

三角表示板「ポルシェ」 
部品番号：PCG86025100

安全ベスト 
部品番号：00004400113

外側のクラシック。 
内側はハイテク。
ポルシェ クラシック コミュニケーション マネジメントシステムプ 
ラス。
時代を超えるドライビングプレジャーと革新技術の融合をお試しください。クラシックな外見に新し 
いナビゲーションシステムを装備する：すべての911、996 型、ボクスター、986 型用のPCCM 
Plus に、Apple CarPlay、GOOGLE® Android Auto、デジタルラジオ受信DAB+ などの新機能を装備。 
1DIN スロット装備のすべてのクラシックカー (911 ～ 993 型、トランスアクスル車) に：PCCM – 
さらにApple CarPlay およびDAB+ を装備。詳細は www.porsche.jp/classic-pccm
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