トライアンフ札幌
〒064-0921 北海道札幌市中央
区南21条西11丁目1-1,

電 話: 011-522-8797

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/トライアンフ札幌

トライアンフ仙台
〒981-3103 宮城県仙台市泉区
山の寺2-1-5,

電 話: 022-772-3237

営業時間 10:00-17:00 定休日：毎週火曜日、
第2水曜日・第4水曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ仙台

トライアンフ新潟
〒940-2121 新潟県長岡市喜多
町387-1,

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

トライアンフ群馬
〒371-0846 群馬県前橋市元総
社町53-1,

電 話: 027-289-8198

営業時間 火曜日～土曜日：10:00 - 19:00、
日曜、祝日：10:00 - 18:00 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/トライアンフ群馬

トライアンフ水戸
〒310-0852 水戸市笠原町
1672-5,

電 話: 029-215-9600

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/トライアンフ水戸

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

トライアンフ東京
〒180-0003 東京都武蔵野市吉
祥寺南町5丁目3番18号,

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/トライアンフ東京

トライアンフ東京ウェスト
〒183-0057 東京都府中市晴見
町3-11-7,

電 話: 042 312 0055

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-19:00 定
休日：毎週水曜、毎月第2、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

トライアンフ東京ベイ
〒134-0015 東京都江戸川区西
瑞江5-5-10,

電 話: 03-3680-7400

営業時間 営業時間：AM 10:00 ～ PM 7:00
定休日：毎月曜（祝祭日を含む）、第一火曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ東京ベイ

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: 043-309-5721

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 Japan
252-0239,
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,

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/トライアンフ横浜港北

トライアンフ横浜新山下
〒231-0801 神奈川県横浜市中
区新山下1-17-39,

電 話: 045-622-0010

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

トライアンフ茅ヶ崎
〒253-0073 神奈川県茅ヶ崎市
中島255,

電 話: 0467-84-4500

営業時間 営業時間 10:00〜19:00 定休日
毎週水曜日、年末年始(12月29日〜1月2日)
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ茅ヶ崎

トライアンフ滋賀
〒522-0234 滋賀県彦根市森堂
町12-1,

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

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

電 話: 0561-37-5333

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

谷29-1（White House）,
470-0153

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

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

電 話: 075-754-7540

営業時間 10：00am～7：00pm 定休日: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/トライアンフ京都

トライアンフ浜松
〒435-0006 静岡県浜松市東区
下石田町1866-1,

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
中町1-11-22,

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
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ神戸

トライアンフ大阪
〒534-0013 大阪府大阪市都島
区内代町1-1-20,

電 話: 06-6955-7720

営業時間 月曜日～日曜日：9:00-20:30 定休
日：年中無休（お盆・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

トライアンフ広島
〒731-0113 広島県広島市安
佐南区西原3-6-15,

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

トライアンフ高松
〒761-8071 香川県高松市伏石
町2135-10,

電 話: 087-814-7080

営業時間 10:00〜19:00 定休日 毎週火曜
日、第2・第4水曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ高松

トライアンフ福岡
〒813-0062 福岡県福岡市東区
松島5-13-3,

電 話: 092-624-6655

営業時間 月曜日～日曜日：10:00-19:00 定
休日：毎週水曜日 / 第二・第四 木曜日 冬季
(11・12月 1・2月)は毎週水・木曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ福岡

トライアンフ熊本

電 話: 096-213-5588

営業時間 10:00～19:00 定休日：毎週水曜

〒869-1101 熊本県菊池郡菊陽
町津久礼2782-1,

トライアンフ沖縄
沖縄県浦添市牧港1-11-18,

日、第２・４木曜日
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ熊本

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：毎週日曜日、年
末年始 第3、第5日曜
ウェブサイト : https://www.triumphmotorcycles.
jp/正規販売店/japan/トライアンフ沖縄

