
見逃せない
イベント満載！

今年は10月！
浜松オート

レース場で
開催!

乗ってる人も
乗りたい人も！

第20回第20回

会場/浜松オートレース場

入場無料

10/15土16日
10:00~16:00 10:00~16:00

浜松オート選手による
走行路イベント等

走行路を使った
人気バイク試乗会 ①タッチ＆トライコーナー ②MotoGP参戦マシン展示 ③鈴鹿8耐参戦マシン展示

④オーナー自慢の名車・旧車展示 ⑤国内、海外バイク販売店コーナー 
⑥バイク用品等販売コーナー ⑦ものづくり企業、学校コーナー
⑧出版社コーナー ⑨各団体PRコーナー ⑩浜松市家康公ゆかりの地PRコーナー
⑪グルメ＆飲食コーナー ⑫バイクのふるさと浜松2022ガイドブック無料配布

●主　　催／浜松市 
●実施主体／バイクのふるさと浜松実行委員会（構成団体/浜松市、（一社）日本二輪車普及安全協会、
　　　   　　（株）スズキ二輪、（株）ホンダモーターサイクルジャパン、ヤマハ発動機（株）、浜松商工会議所、
　　　   　　（公財）浜松・浜名湖ツーリズム・ビューロー、（公財）浜松地域イノベーション推進機構）
●協　　賛／スズキ（株）、（株）ホンダモーターサイクルジャパン、ヤマハ発動機販売（株）
●後　　援／経済産業省、静岡県、静岡新聞社・静岡放送、中日新聞東海本社
●協　　力／（一社）日本二輪車普及安全協会、スズキ（株）、本田技研工業（株）、ヤマハ発動機（株）、自動車総連静岡地協、
　　　   　　（一社）静岡県指定自動車教習所協会、（一社）日本自動車連盟静岡支部、（一社）静岡県自動車整備振興会

15（土）①11:40～
②13:45～

16（日）①11:00～
②13:50～

場所／ステージ

観覧無料

InstagramTwitterFacebookオフィシャルサイト

展示ブース他

スズキ、ホンダ、ヤマハの最新型のバイクなどを展示。
見て、触れて、跨ってバイクの魅力を体感しよう！

現役オートレーサーによる様々な対決！

最高峰のライディングテクニックと
臨場感で興奮間違いなし！

オートの走行路を走れるチャンス！
人気のバイクに試乗しよう！

タッチ&トライ 仮面ライダーギーツショー

トライアル
デモンストレーション

※当日会場での感染症対策にご協力ください。 ※当日体調が優れない方は来場をご遠慮いただきますようお願い致します。 ※感染状況により開催内容が変更となる場合があります。
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TEL:053（457）2319

※ヘルメット、プロテクターはご用意いたします。
※長そで、長ズボン、スニーカーをご用意ください。



 9:50  ~ 10:00
10:00 ~ 10:10
10:10 ~ 10:50

11:00 ~ 11:30

11:40 ~ 12:10
12:30 ~ 13:10

13:10 ~ 13:40
13:45 ~ 14:15
14:30 ~ 15:10

オープニングセレモニー

交通安全パレードラン（走行路にて）

浜松中央警察による交通安全講座/
県警音楽隊コンサート

浜松市消防局による災害時の対応/
消防音楽隊コンサート

仮面ライダーギーツショー

鈴鹿8耐 地元参戦チーム
デモ走行/トークショー

3メーカーPRステージ（スズキ・ホンダ・ヤマハ）

仮面ライダーギーツショー

バイク女子 トークショー

■ 10月15日（土）

11:00 ~ 11:30
12:00 ~ 12:30
13:10 ~ 13:40
13:50 ~ 14:20
14:40 ~ 15:20

仮面ライダーギーツショー

地元出身選手によるトークショー

3メーカーPRステージ（スズキ・ホンダ・ヤマハ）

仮面ライダーギーツショー

バイク女子 トークショー

■ 10月16日（日）

ステージイベント 屋外イベントTime schedule

10月15日（土）（各回先着50名）
①11：00～12：00　②14：00～15：00
10月16日（日）（各回先着50名）
①10：10～11：10　②13：00～14：00　③14：30～15：30

走行路を使った人気バイク試乗会

10月16日（日） 南駐車場にて
バイクメンテナンスコーナー

10月15日（土）
①10：30～11：00　②13：20～13：50
10月16日（日）
①11：40～12：10　②14：00～14：30

トライアルデモンストレーション
出演：小川選手、野崎選手

10月15日（土） 10：00～10：10
交通安全パレードラン

参加予定：浜松オート選手/バイク女子/トライアル選手/鈴鹿8耐参戦選手 など

10月15日（土）（静岡ブルーレヴズの選手も来場予定）
①10：00～12：00　②13：00～15：00

ラグビー 静岡ブルーレヴズの子どもラグビー体験

実際にボールに触れ、パスやタックルを体験しよう！

Twitterのスペース機能を使ってオンライントークショーを開催！
出演予定：バイク女子、トライアル選手、その他イベント出演者

8月19日（金） 17：00～18：00/10月14日（金） 16：00～17：00
■オンライントークショー

デイトナのアプリを使ってツーリング
スタンプラリーに参加しよう！
条件を満たすと景品がもらえる！？

■ツーリングスタンプラリー

自分で塗ったオリジナルカラーの
バイクが音とともに3Dで動き出す！

バイクと言えばこの人⁉
BKBさんが、
バイクの楽しさを
動画配信します。

■とびだす3Dバイクぬりえ ■バイク芸人 BKB（バイク
川崎バイク）がバイクのふるさと
浜松にやってきた！

■私の交通安全川柳をSNSにアップしよう！

【＃私の交通安全川柳】であなたが考えた川柳をSNSに投稿
しよう！投稿された川柳の中から厳選した作品を「バイク
のふるさと浜松2022ガイドブック」に掲載します！

10月15日（土） ドリームレース（異種100ｍレース） 15:10～15:40
オートレーサー、トライアル選手、鈴鹿8耐参戦選手などによる100m混合レース

10月16日（日） エキシビジョンレース 12:30～13:00
現役選手による模擬レース！勝つのは誰だ！

浜松オート選手による走行路イベント等 ※内容が変更になる
　場合がございます。

●イベント期間中は南駐車場が二輪専用駐車場となります。バイクで来場の方はそちらを
ご利用ください。 ●当イベントのメインゲートは南入場門となります。 ●当日は浜松オート
レース場にて場外レースが開催されていますので、当イベント以外のお客様も来場されます。 
●駐車場では警備員の指示に従ってお停めください。
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⑥バイク用品等販売コーナー
　 お買い得商品がいっぱい！

⑦ものづくり企業、学校コーナー
　 世界に誇れるものづくりの街！

⑧出版社コーナー
　 バイク雑誌等も紹介します！

⑨各団体PRコーナー
　 バイクに関連する様々な取り組みを紹介

⑪グルメ＆飲食コーナー
　 ご当地グルメなど「食」が楽しめる！

⑫バイクのふるさと浜松2022
　ガイドブック無料配布
　 ここでしか手に入らない!? 永久保存版ガイドブック

⑩浜松市家康公ゆかりの地
　PRコーナー
　 出世の街浜松が知りたいならココ！

⑤国内、海外バイク販売店コーナー
　 話題のバイクに跨って魅力を体感！

②MotoGP参戦マシン展示
　 世界で戦ったバイクをご覧ください

③鈴鹿8耐参戦マシン展示
　 レースを戦い抜いたヘルメット、
　 スーツなども展示

④オーナー自慢の名車・旧車展示
　 懐かしの名車が大集合！

①タッチ＆トライコーナー
　 人気、最新バイクを「見て！」
　 「触れて！」「跨って！」

展示ブース他

事前イベントはオンライン開催！ 詳細は
こちら▶

10月15日（土）/10月16日（日）
10：30～16：00（受付時間は10：30～15：40 各日先着24名）

オートレースキッズバイク体験

キッズ用バイクを実際に運転してみよう！君もオートレーサーだ！
※補助輪無しで自転車に乗れる小学生に限ります。※長そで、長ズボン、スニーカーをご用意ください。

8月19日（金）～10月16日（日）

8月19日（金）～10月31日（月）

10月14日（金）～
公開予定

8月19日（金）～9月30日（金）中山間地域
モバイルスタンプ
ラリーも開催予定

10月～12月

※参加にはTwitter「バイクのふるさと浜松」をフォローする必要があります。

※ヘルメット、プロテクターはご用意いたします。 ※長そで、長ズボン、スニーカーをご用意ください。


