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アイル オブ マン   イギリス 

１９０７年初開催の、イギリス マン島の公道レース。各周

囲距離は６０．７ｋｍ、２００以上のカーブがあり、海抜０ｍ

から３９６ｍの高低差がある。最古のモーターサイクルサー

キットであり、現在も５月最終週から６月第一周にかけて

開催されレースはお祭り騒ぎの様相を呈する。１９５９年、

ホンダが初参戦、６１年にはマイクヘイルウッドにより初優

勝する。 

 

 

トライアムフ  スピード・ツイン イギリスｃ 

 

１８８４年設立。当初は自転車を製造したトライアムフ社

は、現存するオートバイメーカーとしては最も古いものに

属する。１９０７年よりはじまったマン島ＴＴレースで活躍

し、堅牢で高品質、比較的安価であるとの名声を確保し

た。１９14 年に始まる、第一次大戦では 3 万台以上生

産された。 

 

 

 

 

トライアムフ  ボネビル イギリス 

 

１８８４年設立。当初は自転車を製造したトライアムフ社

は、現存するオートバイメーカーとしては最も古いものに

属する。第 2 次世界大戦後、重厚なハーレーと違った、

軽量高性能のオートバイとして T120 ボネビルを発売、ト

ライアムフはその黄金期を迎えた。 

 

トライアムフ  ボネビル   イギリス 

 

１８８４年設立。当初は自転車を製造したトライアムフ社

は、現存するオートバイメーカーとしては最も古いものに

属する。第 2 次大戦中生産した軍用車は５万台に上っ

たといわれる。戦後、スピードツインの排気量を 649cc

まで拡大した６T サンダーバードをアメリカ市場に投入、ト

ライアムフの黄金期を迎える。 

 

2222----A538 A538 A538 A538     Isle of Man ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2222----ＴＴＴＴ３２３２３２３２    Triumph Speed Twin  ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

2222----ＴＴＴＴ３３３３   Triumph Bonneville ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

2222----ＴＴＴＴ４８４８４８４８    Triumph Thunderbird ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

 

ドイツ・トライアムフ 

イギリス 

 

１８８４年設立。当初

は自転車を製造し

た。現存する、オート

バイメーカーとしては

最も古いものに属す

る。１９０７年よりはじ

まったマン島ＴＴレー

スで活躍し、堅牢で

高品質、比較的安価

であるとの名声を確

保した。14 年に始ま

る、第一次大戦では

3 万台以上生産され

た。 

 

 

ヴェロセット ヴェノム《毒》 イギリス 

 

１９０５年、ベロセ社のオートバイ。ベロセットは、トライアム

フ、ノートン、ＢＳＡに比較して小規模な会社ながら３５０Ｃ

Ｃクラスで圧倒的な強さを発揮する。１９20～50 年、様々

なレースで活躍、49，50 年にはロードレース世界選手権で

連覇した。 

 

ヴェロセット ヴェノム《毒》 イギリス 

 

１９０５年、ベロセ社のオートバイ。ベロセットは、トライアムフ、

ノートン、ＢＳＡに比較して小規模な会社ながら３５０ＣＣクラ

スで圧倒的な強さを発揮する。１９20～50 年、様々なレース

で活躍、49，50 年にはロードレース世界選手権で連覇した。    

 

アリエル 

イギリス 

 

１８８５年バイク

の父と称される、

ジェームス・スタ

ンレーが 2 輪車

の製造を開始。

同社には、3 大

デザイナーとして

知られるエドワー

ド・ターナー、パ

ル・ページ、バー

ト・ヘプウッドが

いた。デッド ハ

ンターは１９３２

から５０年代まで

製造されたモデ

ルである。 

2222----ＰＰＰＰ４１４９４１４９４１４９４１４９ Triumph ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2222----ＴＴＴＴ７６７６７６７６ Velocette Thruxton Venom ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

2222----ＴＴＴＴ２５２５２５２５ Velocette Viper ￥２，７３０ 

英国製 30x41cm エンボス仕上げ  

2222----ＴＴＴＴ６６６６    Ariel   ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

 

アリエル １９５８ 

イギリス 

 

アリエルとはシェークス

ピア戯曲の中に登場す

る空気の妖精の名前で

ある。アリエル スクエ

アー４は１９３１～５８

年まで製造された傑作

車。その他、レッドハン

ター、Ｗ／ＮＧ３５０， 

ＶＢ，レーダー、アローな

どがある。アリエルなし

には、英国バイクは語

れ な い と言 わ れ て い

る。 

 

ブラウン  

イギリス 

 

１９０２～19 年、ブ

ラウン・ブラザーズ

社はロンドン、マン

チェスターに本拠を

置く、英国の 2 輪

の老舗メーカーであ

る。1９１９年以降

はビンデックのブラ

ンドで生産を行っ

た。飛行機、汽車、

自動車を従えて疾

駆する、クラシック

モデルが時代を映

して嬉しい。 

 

ノートン ドミネーター   イギリス 

 

１９０２年、２輪車を製造、０８年にはエンジンも製作した。

４９年、４シリンダーモデルを製造するまで、単気筒エンジ

ンで英国を代表する会社として君臨する。ドミネーター、コ

マンド等がとくに有名な代表車種である。 

 

ノートン コマンド  イギリス 

 

１９０２年、２輪車を製造、０８年にはエンジンも製作した。

４９年、４シリンダーモデルを製造するまで、単気筒エンジ

ンで英国を代表する会社として君臨する。ドミネーター、コ

マンド等がとくに有名な代表車種である。 

 

2222----ＢＢＢＢ３２１３２１３２１３２１  Ariel  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2222----AAAA０１１０１１０１１０１１     Brown   ￥３，７８０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

2222----ＴＴＴＴ７４７４７４７４   Norton Dominator ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

2222----ＴＴＴＴ４４４４   Norton Command  ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

 

ノートン 

イギリス      

                  

１８９８年､自転車チェ

ーン製造会社として設

立、１９０８年より他社

より購入したエンジン

でバイクを製造。６８

年から５年連続「マシ

ン・オブ・ザ・イヤー」を

獲得した。 

 

ノートン  イギリス 

 

１８９８年､自転車チェーン製造会社として設立、１９０８年

より他社より購入したエンジンでバイクを製造。６８年から

５年連続「マシン・オブ・ザ・イヤー」を獲得した。５４年は「Ｍ

ＡＮＸ Ｎｏｒｔｏｎ」が最も活躍した時代である。 

      

BSA 

 

プレミアム 

パーキング 

サイン 

イギリス 

 

重量 1.3kg． 

英国 

FTTD 社製 

 

１ ９３０ ～７ ０

年、英国のオー

トバイメーカー。  

バンタム、ゴー

ルドスター等の

ヒット製品があ

る。  

 

     

ＢＳＡ 

イギリス 

 

１９３０～７０年の英国

のオートバイメーカー。 

50 年代には一時、世界

最大のメーカーとして君

臨。会社としての創業は

古く 17 世紀に遡るが､

当時は銃火器製造から

スタートしているため、

戦争中はオートバイの生

産は中断された。 バン

タム、ゴールドスター等

の ヒ ッ ト製 品 が あ る。

1973 年会社は閉鎖さ

れたが、現在では中排

気量のモデルが復活し

た。  

 

 

2222----ＡＡＡＡ８７６８７６８７６８７６ Norton berge  ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2222----ＡＡＡＡ８４２８４２８４２８４２     Norton    ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

2222----SSSSSSSS６６６６６６６６        ＢＳＡ   ￥４，７５０ 

英国製 ３０ｘ４５ｃｍ グリーン地  ホワイト文字 

2222----ＢＢＢＢ２５４２５４２５４２５４     BSA     ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 

 

ＢＳＡ バンタム  イギリス 

 

１948-75 年製造。典型的な英国ライトウェイトと言われ、

25 万台以上製造された。第２次大戦後、賠償で技術は英

米に持ちされれ、当時最大の生産を誇った、ドイツ、ＤＫＷ

の英国版であった。 

 

ＢＳＡ   ゴールドスター  イギリス 

 

１948-75 年製造。典型的な英国ライトウェイトと言わ

れ、25 万台以上製造された。第２次大戦まで当時最 

の生産を誇った、ドイツ、ＤＫＷの英国版であった。 

 

ビンセント ブラックシャドウ イギリス 

 

1950 年初頭 200ｋｍ／ｈを記録。並はずれた走行性能と

芸術的なまでの造形を備える。全て手造りで、製作された

のは１，７００台である。コレクター垂涎の的で現在では１

千万円以上で取引されている。 

 

ビクトリア 

ドイツ 

 

1896 年、フランケン･

ブルガーによって設立

された、ニュールンベル

グに本拠を置く２輪車

メーカー。1896 年、ダ

ンロップのチューブ入り

タイヤを世界に先駆け

て採用したことで有

名。ＤＫＷ、 Express 

Verke とともに、2 輪車

同盟を結成したことが

あるが、1966 年解散

した。 

 

2222----ＴＴＴＴ３５３５３５３５      ＢSA Bantam  ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

2222----ＴＴＴＴ５９５９５９５９   ＢSA Gold Star     ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

2222----ＴＴＴＴ１７１７１７１７ Vincent Black Shadow  ￥２，７３０ 

英国製  30x41cm エンボス仕上げ  

2222----A878A878A878A878     Victoria   ￥３，７８０ 

ドイツ製 20x30cｍ ３Ｄ立体パネル ニス光沢仕上げ 
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