Hakodate Majima Co,Ltd
北海道札幌市中央区南21条西
11丁目1-1,
064-0921

電 話: 011-533-8198

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-19:00 定
休日：毎週水曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/ビーストリクト（函館マジマ
札幌支店）

Triumph Sendai
2-1-5, Yamanotera, ,
Sendai-city, , Miyagi, ,
JAPAN ,
981-3103

電 話: 022 772 3237

営業時間 営業時間：10:00-17:00 定休日：毎
週火曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/hm-corporation

トライアンフ新潟
新潟県長岡市喜多町3871（Alpha） ,
940-2121

電 話: 0258-27-7030

営業時間 月曜日～日曜：10:00-19:00 定休
日：火曜日、第2水曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ新潟

トライアンフ宇都宮
栃木県宇都宮市簗瀬町1535-2
BAIKUYA (SUZUKI MOTORS),
321-0933

電 話: 028 651 3210

営業時間 月曜日～日曜：10:00 - 19:00 定休
日：毎週火曜日及び第2・第3月曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ宇都宮

トライアンフ高崎
群馬県高崎市小八木町16441（MOTO SHOP SHIROTA）,
370-0071

電 話: 027 384 8881

営業時間 火曜日～日曜：10:00 - 19:00 定休
日：毎週月曜日、第1火曜日、第3日曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ高崎

Triumph Mito
1672-5, Kasahara-cho, ,
Mito city, , Ibaraki ,
JAPAN ,
310-0852

電 話: 029 215 9600

営業時間 営業時間：9：30-18：30 定休日：毎
週火曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/bell

トライアンフ埼玉南
埼玉県さいたま市桜区上大久保
1002（BIKE HOUSE ZERO）,
338-0824

電 話: 081 48 854 6439

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-19:00 定
休日： 3月～10月 毎週水曜日、第1火曜日
11月～2月 毎週水曜日、第1・第3火曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ埼玉南

トライアンフ埼玉東

電 話: 048-932-2222

営業時間 10:00~20:00 水曜日定休 〒340-

〒340-0006 埼玉県草加市八幡
町1323-3 (Clearance co inc)
TEL：048-932-2222,
340-0006

0006 埼玉県草加市八幡町1323-3 TEL：
048-932-2222
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/clearance-co-inc

トライアンフ柏
千葉県柏市大島田394ライコラン
ド柏店敷地内（Riders Support
Company Corp）,
277-0922

電 話: 04-7193-3011

営業時間 月曜日～金曜日：11:00-19:00 土
曜日～日曜日、祝日：10:00-19:00 定休日：
毎週水曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ柏

TOTEM POLE
葛飾区白鳥2－20－25,
125-0063

電 話: 03-3601-2135

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-19:00 定
休日： 毎週火曜日・第3水曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ葛飾

トライアンフ東京
株式会社Sonic Motors 東京都
武蔵野市吉祥寺南町5丁目3番
18号 TEL : 03-4400-7500 FAX :
0422-41-5029 ,
180-0003

電 話: 03 4400 7500

営業時間 営業時間：10：00～19：00 定休日：
月曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/sonic-motors

トライアンフ東京ウェスト
東京都府中市晴見町3-117（ARAI MOTORS）,
183-0057

電 話: 042 312 0055

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-20:00 定
休日： 毎週水曜、毎月第3木曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ東京ウエスト

トライアンフ千葉中央
千葉県千葉市中央区千葉寺町
1210-18（MD Motorcycles）,
260-0844

電 話: 0475-25-2171

営業時間 営業時間：10：00 ～ 19：00 定休
日：毎週火曜日、第1水曜日、第3水曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ千葉中央

トライアンフ相模原
神奈川県相模原市中央区中央4
－5－2（SNAPRING LTD）,
252-0239

電 話: 042 759 0070

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-18:00 定
休日： 毎週水曜・第2木曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ相模原

トライアンフ横浜港北
〒224－0037 神奈川県横浜市
都筑区茅ヶ崎南5-1-33
1F（Mitsuoka） TEL：045-9486644 FAX：045-948-6645,
224-0037

電 話: 045 948 6644

営業時間 営業時間：ショールーム 10：00～
19：00 定休日：火曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/mitsuoka

トライアンフ横浜新山下
神奈川県横浜市中区新山下117-39（Umeda Motors）,
231-0801

電 話: 045-622-0010

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-19:00 定
休日： 無し
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ横浜新山下

トライアンフ滋賀
滋賀県彦根市森堂町12-1（IAC
INTERNATIONAL INC.）,
522-0234

電 話: 0749-28-7556

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-19:00 定
休日： 毎週水曜、第2火曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ滋賀

TECHNICAL SHOP
YAMAMOTO
静岡県駿東郡長泉町納米里
474-5,
411-0933

電 話: 0559 86 7924

営業時間 月曜日～日曜日：9:00-19:00 定休
日： 毎週水曜、第3木曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ三島

トライアンフ名古屋イースト
愛知県愛知郡東郷町和合北蚊
谷29-1（White House）,
470-0153

電 話: 0561-67-1222

営業時間 月曜日～金曜日：10:00-19:00 土
曜日、日曜日、祝日：10：00～20：00 定休
日： 毎週水曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ名古屋イース
ト

トライアンフ豊田
愛知県豊田市野見町5-1531（NARIDEN AUTO CENTER）,
471-0812

電 話: 0565-88-5234

営業時間 月曜日～日曜日：9:00-19:00 定休
日： 毎週木曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ豊田

トライアンフ京都
〒618-0071 京都府乙訓郡大山
崎町大山崎鏡田17（Chops Co
Ltd） ,
618-0071

電 話: 075-754-7540

営業時間 10：00am～7：00pm 定休日:毎週
水曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/chops-co-ltd

トライアンフ浜松
静岡県浜松市東区下石田町
1866-1（MOTO FIELD
HAYASHI）,
435-0006

電 話: 053-422-6711

営業時間 火曜日～日曜日：10:00-19:30 定
休日： 毎週月曜、第2・第4火曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ浜松

トライアンフ神戸
〒658-0016 神戸市東灘区本山

電 話: 078-412-7007

営業時間 営業時間:10:00am～7:00pm 定休
日:毎週火曜日、第2水曜日

中町1-11-22 電話: 078-4127007,
658-0016

ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/tms-kobe

トライアンフ大阪中央
大阪府大阪市鶴見区横堤4-2634（AUTO PALACE YAMATO）,
538-0052

電 話: 06-6913-1088

営業時間 月曜日～日曜日：9:00-20:30 定休
日： 年中無休（盆・年末年始除く）
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ大阪中央

トライアンフ広島
広島県広島市安佐南区西原3－
6－15(Bike Shop Company),
731-0113

電 話: 082-207-4888

営業時間 平日：10：00～19：30 土曜/祝祭
日：9：00～19：00 定休日： 毎週水曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ広島

トライアンフ福岡
〒813-0062 福岡県福岡市東区
松島5-13-3（KGTM）,
813-0062

電 話: 092-624-6655

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-19:00 定
休日： 毎週水曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ福岡

Grit
沖縄県浦添市牧港1-11-18,
901-2131

電 話: 098-874-2460

営業時間 月曜日～土曜日：10:00-19:30 日
曜日：11:00-18:00 定休日： 第3、第5日曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/グリット

