'09 911 Carrera S

'08 911 Carrera

'12 Boxster S

検25/11
メテオグレーメタリック / ブラック
左H AT PDK
カラークレストホイールセンターキャップ
スポーツクロノパッケージ
スポーツシャシー リア LSD
スポーツシート
19 インチカレラ SⅡホイール
走行46,500km ［リ済別］

検25/9
アークティックシルバーメタリック
/ ブラック
左H AT PDK
クルーズコントロール
シートヒーター
スポーツクロノパッケージ
PASM
18 インチカレラⅣホイール
HDD ナビ キセノン ETC
走行28,000km ［リ済別］

¥8,580,000
ポルシェ センター 市川 認定中古車ギャラリー

¥7,880,000
ポルシェ センター 市川 認定中古車ギャラリー

'11 Boxster

'08 Boxster
検25/7
スピードイエロー / ブラック
左H AT
ウィンドディフレクター
シートヒーター
スポーツクロノパッケージ
18 インチボクスター S ホイール
ボディ同色ホイールスポーク
HDD ナビ ETC
走行35,400km ［リ済別］

¥5,280,000

'12 Panamera S Hybrid
検2年付
クリスタルシルバーメタリック
/ ブラック
左H AT エアサスペンション
電動サンルーフ ナビ
バックカメラ
プライバシーガラス
19 インチカイエンデザインホイール
走行47,000km
［リ未別］

¥5,380,000

¥10,980,000
ポルシェ センター 千葉

'12 Panamera

'10 Panamera S

検26/9
プラチナシルバーメタリック /
ルクソールベージュ
右H AT
カラークレストホイールセンターキャップ
コンフォートメモリーパッケージ
スポーツクロノパッケージ
ポルシェエントリー＆ドライブシステム
エクスクルーシブ 25th パッケージ
19 インチパナメーラターボホイール
BOSE サウンドシステム
走行15,500km ［リ済別］

検27/3
バサルトブラックメタリック / ブラック
右H AT PDK 電動サンルーフ
PASM
ポルシェエントリー＆ドライブシステム
シートヒーター
19 インチパナメーラターボホイール
走行5,000km ［リ済別］

¥10,980,000
ポルシェ センター 市川 認定中古車ギャラリー

検26/9
ルクソールベージュメタリック / ブラック
右H AT
19 インチパナメーラターボホイール
カラークレストホイールセンターキャップ
エントリー＆ドライブシステム
スポーツクロノパッケージ
4 ゾーンエアコン BOSE サウンドシステム
リアコンフォートシート
コンフォートメモリーパッケージ
リアエプロンペイント仕上げ
エクスルーシブ 25th パッケージ
走行8,000km ［リ済別］

¥3,980,000
ポルシェ センター 千葉

'12 Panamera S Hybrid

¥3,880,000
ポルシェ センター 千葉

'04 Cayenne Turbo
検26/3
バサルトブラックメタリック / ブラック
右H AT エアサスペンション
サーボトロニック 電動サンルーフ
デュアルチューブスポーツテールパイプ
ドライバーメモリーパッケージ
バイキセノン プライバシーガラス
19 インチカイエンデザインホイール
走行35,600km ［リ済別]

ポルシェ センター 市川 認定中古車ギャラリー

検2年付
ミッドナイトブルーメタリック
/ オーシャンブルー
左H 6MT
ウィンドディフレクター
ショートシフターキット
シートヒーター
バイキセノン
18 インチケイマン S ホイール
走行16,500km ［リ未別］

¥3,390,000
ポルシェ センター 柏 認定中古車ギャラリー

'09 Cayenne

¥8,020,000
ポルシェ センター 柏 認定中古車ギャラリー

'05 Boxster S
検26/7
キャララホワイト / ブラック
右H AT PDK
ウィンドディフレクター
シートヒーター
スポーツクロノパッケージ
バイキセノンヘッドライト
17 インチボクスターⅢホイール
走行5,000km ［リ済別］

ポルシェ センター 市川 認定中古車ギャラリー

検27/10
バサルトブラックメタリック / ブラック
左H AT PDK シートヒーター
スポーツクロノパッケージ
ボディ同色ロールオーバーバー
18 インチボクスター SⅡホイール
BOSE サウンドシステム
走行4,300km ［リ済別］

検2年付
プラチナシルバーメタリック / ブラック
左H AT PDK
アダプティブエアサスペンション
アダプティブライティングシステム
ウォールナットインテリアパッケージ
サーボトロニック
ステアリングホイールヒーター
ソフトルックレザーシート
電動サンルーフ
BOSE サウンドシステム
19 インチパナメーラターボホイール
走行23,840km ［リ未別］

¥9,380,000
ポルシェ センター 柏 認定中古車ギャラリー

D E A LE R

¥9,560,000
ポルシェ センター 柏 認定中古車ギャラリー

IN FOR MATION

物 件 詳 細については、下 記グル ープ各 販 売 店へお問 い 合わせください 。

ポルシェ センター 市川 認定中古車ギャラリー

ポルシェ センター 柏 認定中古車ギャラリー

Tel.047-379-0911

Tel.047-137-3500

http://www.porsche-ichikawa.jp

http://www.porsche-kashiwa.jp

ポルシェ センター 千葉
http://www.porsche-chiba.jp

Tel.043-284-3350

〒272-0015

〒277-0872

〒260-0041

千葉県市川市鬼高3-17-8

千葉県柏市十余二297-64

千葉県千葉市中央区東千葉2-8-15

□営業時間:9:30 〜20:00

□営業時間:10:00 〜18:30

□営業時間:9:30 〜20:00

□定休日:月曜日

□定休日:月曜日

□定休日:月曜日

