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今が旬! 話 題 の 商 品 を 紹 介 ! バ イクに 求 められ るもの が 多 様 化し 、国 内 の バ イクメー カ ー は ラ イバ ル 車との 差 別 化 に 努 め て います 。さらに 現 行 モ デ ル は 、かっこ い い バ イクからおしゃれ な モ デ ルまで ラ イン アップ !  旅 行 や ツ ーリング から、日 常 の 足まで 様 々 な 用 途 で 使 用 できる 、話 題 の モ デ ル を 紹 介します！

※利用期間等は変動する場合があります。
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C A M P  T O U R I N G
浜松へ、キャンプツーリングに行こう。

海・川・山 。
浜 松 は 魅 力 的 なキャン プ 場 が 盛りだくさん！

HAMAMATSU

Let ’s
 Get
  Going!

CAMP SITE ＼キャンプツーリングが、もっと楽しくなる !／ 大自然の中で
カンタン料理!

Camp Gohan
キャンプごはん

TOURING MAP!

キャンプツーリングの
魅力やコツ、

注意点をご紹介。

HAMAMAT SU C A M P  S I T E  G U ID E
浜松の厳選キャンプ場ガイド

HAMAMATSU

Let ’s
 Get
  Going!

CAMP SITE ＼キャンプツーリングが、もっと楽しくなる !／ 大自然の中で
カンタン料理!

Camp Gohan
キャンプごはん

TOURING MAP!

HAMAMATSU

Let ’s
 Get
  Going!

CAMP SITE ＼キャンプツーリングが、もっと楽しくなる !／ 大自然の中で
カンタン料理!

Camp Gohan
キャンプごはん

TOURING MAP!

＼浜松パワーフードを使ったオススメキャンプ飯♪／
HAMAMATSU POWER FOOD

奉納うなぎ串
1900年の歴史を持つ大歳神社の「鰻昇り」をあし
らった絵馬と御守にあやかって、生産者が浜名湖う
なぎを奉納したご縁から生まれました。
お供えした串に刺した鰻とニンニクを白焼きの状態
で焼き上げ、塩をかけて召し上がって頂きます。
大歳神社はかつて平安時代の征夷大将軍も武運長
久を祈りに参られた程で、「鰻昇り」の験担ぎに最
適です。

クルマエビの塩焼き
全国でも珍しい淡水と海水が入り混じった汽水湖で
あり、水質・水温に恵まれた美しい浜名湖でとれたク
ルマエビ。クルマエビはさまざまなエビの中でも最
高級の品種として愛され、その身の甘さ、姿の美しさ
を誇ります。エビを丸めれば殻の美しい模様がまる
で車（輪）のように見えるからクルマエビという名が
つけられています。なかでも浜名湖産のクルマエビ
はA級品として高値で取り引きされていりほど貴重。
そんな浜名湖産クルマエビをシンプルに塩焼きで調
理。塩だけの味付けなのにとろけるような甘みと旨
みが口の中に広がる美味しさをご堪能ください。

ウナギの白焼き
うなぎの名産地である浜名湖を中心とした周辺で
は白焼きで召し上がることがポピュラーだと言われ
ております。白焼きの名称は素焼きにすると白い実
の状態で出来上がるからなんです。焼いた後は塩
やわさび醤油などをつけて食べるのが一般的。そ
の為、焼き具合はもちろんウナギそのもののよしあ
しが重要になってきます。その為、ウナギの名産地
などでしか普及していないなんてことがあるかもし
れません。浜松にお越しの際は是非一度味わってみ
てはいかがでしょうか。

ツーリングが楽しくなってくると、もっと遠く、いろんな場所に行って見たくなるもの！ １泊２日のツーリングで宿に泊まるのも良いけど、
自然を満喫しながらのキャンプするのもオススメ！ キャンプの魅力やコツ、注意点などをご紹介しちゃいます。

衣食住すべて自己管理が鉄則 周囲のキャンパーから学ぶ キャンプテクニック

バッグの容量をチェック

浜松市は海・山・川とバリエーションにとんだツーリングスポットがいっぱい！ 市内には30以上のキャンプ場があり、雄大な自然を堪能しながらのツーリングとキャンプも楽しんでみませんか？

01 02 03

04

防寒着やテント、食材など自分のものは自分で
準備しましょう。キャンプに慣れてない人は友人
同士でキャンプに行くのもおすすめ。最初のこ
ろは、自宅から近場のキャンプ場を選び、移動に

なるべく時間を使わないようにしましょう、キャ
ンプ場内での滞在時間を長めにとり、回数を重
ねれば自然に上達していきます！

事前に勉強をしていても、実際にキャンプを始めた
ら戸惑うこともあるはず。なるべく早めに到着して、
明るいうちにテントの設営だけはすませましょう。設
営・煮炊き・撤収などは、仲間や隣人など他のキャン

パーの行動に目を配って周りからどんどん学ぶのも
アリ。準備が整ったら、思いっきり自分の時間を楽し
んじゃおう！　　

自由には責任がついて回るもの。安心してキャンプを
するための危機管理をすることは大前提。最低限、身
を守るための行動をチェックしましょう。

キャンプ必需品のツーリングバッグ。購入前に
用品店でバッグの容量をチェックして、バイク
の大きさにあったものを選びましょう。
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55〜65Lが
おすすめ！

「街中を走るときの弾む心」「ワインディングでの胸の高鳴り」「ア
ドベンチャーツアラーとしての充足感」。スズキ独自のフォルム
を継承した、スポーツアドベンチャーツアラー、V-Strom250 
ABS。V-Stromの名に相応しいこだわりを追求し、あなたの冒

険心を解き放つ。「Massive & Smart」をデザインコンセプトと
し、バランスのとれた車体とスリムで扱いやすい実用的なデザイ
ンが特徴。鳥のくちばしを連想させるフロントカウルは、DR-BIG
から続くスズキ伝統のスタイリングイメージを継承する。

機能の追求からうまれた、野山にも都会にも映える新しいスタイ
ル。“ハンターカブ”として長く親しまれてきた「CT110」の機能
的なスタイルを継承しながら、現代の生活にフィットする装備や性
能を磨きあげたCT125。部品ひとつひとつの機能とスタイルを

追求し、旅の道具が持つ存在感を際立たせたデザインとしていま
す。ツーリングやトレッキングはもちろん日常生活まで、さまざま
なライフスタイルにもなじむ、“CT”の新しいかたちです。

その俊敏な走りと、街中での扱いやすさ、快適性はそのままに。
MT-03が、さらなる魅力を深めた。キーワードは“トルク＆アジャ
イル”。ビッグマシンを想起させる塊感あるフォルムに、超小型
LEDヘッドランプを採用した精悍なフロントフェイス。

さらには、市街地での軽快な走りを支える倒立式フロントサスペ
ンションを新たに採用。もっと自由に、思いのままに。新しいMT
で、毎日はもっと楽しくなる。

NAGISAEN

渚園キャンプ場

KUMADAIRA MIZUBE NO SATO

熊平水辺の里 オートキャンプ場

AKIHA AUTO

秋葉オートキャンプ場

HARUNO KAWAOTO NO SATO

はるの川音の郷

オートキャンプ、フリーサイト、レストハウス（休憩
所・トイレなど）、洗い場、売店、温水シャワー、運動
施設（テニスコート6面・野球場・多目的運動場・ソフ
トボール場）、貸し自転車（1日520円）を備えてい
ます。園内にはに浜名湖体験学習施設「ウォット」
もあり、いろいろな楽しみ方ができます。

利用時間／午前10時から翌日午前10時

渚園管理事務室
〒431-0214 静岡県浜松市西区舞阪町弁天島5005-1
お問い合せ先／
Tel：053-592-1525　Fax：053-592-7544

静岡県西部を流れる天竜川の支流である気田川
沿いにあるキャンプ場。バンガローや女性グルー
プ専用サイト、ファミリーサイト、ディサイト、テント
レンタルまで幅広く対応しております。目の前には
気田川があり、夏は泳いだり、家族や仲間でバー
ベキューを楽しめます。ファミリーからソロまで自
然を堪能できるキャンプ場です。

利用時間／通年営業

秋葉オートキャンプ場
〒437-0626 静岡県浜松市天竜区春野町領家364
お問い合せ先／Tel：053-985-0243

静岡県浜松市北部にある芝生で愛犬とご一緒に
キャンプいただけるドッグランやトレーラーハウ
ス、合宿等に最適なバーベキューテラスを完備し
たキャンプ場。テント泊～キャンピングカーのお客
様までご利用いただけます。

利用時間／通年営業

はるの川音の郷
437-0604 静岡県浜松市天竜区春野町宮川2098-1
お問い合せ先／Tel：053-985-0630
※ご予約・お問い合わせのお電話は9:00～17:00にお願
いいたします。

山奥にあり近くには川が流れ、夏場は川遊びが出
来る変自然豊かなキャンプ場。道の駅くんまの里か
ら車で約2分ほどで到着します。炊事棟には、食器
用洗剤が常設されており、シャワー室も完備。

開設期間／3月下旬～12月

熊平水辺の里 オートキャンプ場
静岡県浜松市天竜区熊976-1
お問い合せ先／Tel：053‐929‐0030

SUZUKI HONDA YAMAHA
さあ 、踏み 出 そう。 New Cub is  Your  Cub.  答えは、自然の中にある。 意のままを、遊 ぼう。
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余裕を持って
行動しよう！
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キャンプに
行く前に

走りやすさも
チェック!
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スマホの充電は充分に
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他のキャンパーの近くに設営
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テントサイトの灯りを絶やさない
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管理スタッフが常駐しているキャンプ場か

HAMAMATSU

Let’s
 Get
  Going!

CAMP SITE
＼キャンプツーリングが、もっと楽しくなる!／大自然の中で

カンタン料理!

Camp Gohan キャンプごはん

TOURING MAP!

ガソリンの
残量にも

気をつけよう！
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分からない事は、
周りの人に

聞いちゃおう!

直
火
不
可
の
キ
ャ
ン
プ
場
も
多
い
の
で
、

直
火
は
避
け
よ
う
。
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キャンプ、
始めよう!

HAMAMATSU

Let ’s
 Get
  Going!

CAMP SITE ＼キャンプツーリングが、もっと楽しくなる !／ 大自然の中で
カンタン料理!

Camp Gohan
キャンプごはん

TOURING MAP!

Vストローム250 ABS ■エンジン／水冷4サイクル 2気筒 SOHC 2バルブ　■総排気量／248cm3　
■全長／2,150mm　■全幅／880mm　■全高／1,295mm　■燃料タンク容量／17L

CT125 ハンターカブ ■エンジン／空冷4ストローク OHC 単気筒　■総排気量／124cm3　
■全長／1,960mm　■全幅／805mm　■全高／1,085mm　■燃料タンク容量／5.3L

MT-03 ABS ■エンジン／水冷4ストローク 2気筒 DOHC 4バルブ　■総排気量／320cm3　
■全長／2,090mm　■全幅／755mm　■全高／1,070mm　■燃料タンク容量／14L

浜 松 の バ イク の 歴 史 をご 紹 介  〜 バ イク の 歴 史 を 知 ろう 〜

スズ キ の 歴 史

織機からオートバイ製造へ
織機機械メーカーとして明治42年（1909）創業の鈴木式織機は、終戦の日から1カ月後の昭和20年（1945）に、

本社を相生町から可美村高塚へ移転しました。

のちに第二代社長になる鈴木俊三が、「好きな釣りに行くのに、自転車にエンジンが付いていたら楽だな」という

発想のもと研究開発が開始されて、昭和27年（1952）に排気量36㏄の自転車補助エンジンのパワーフリーを完

成、販売しました。

当時の浜松でのオートバイメーカー濫立期の中、昭和28年（1953）に排気量60ccのダイヤモンドフリーが開発、

生産されました。ダイヤモンドフリーは、その年の富士登山レースに優勝、北海道、鹿児島間3000kmの無故障走

破で、人気を集めました。昭和29年（1954）にはコレダ号を開発し、オートバイ製造に乗り出し、社名も鈴木自動車

工業へ変更しました。

平成2年（1990）にはスズキに社名変更しました。現在、国内での二輪生産は主に静岡県の浜松工場で行っていま

す。中区相生町の鈴木式織機本社跡地は、現在浜松東警察署となっています。

ホンダ の 歴 史

日本初、独自設計によるオートバイを製造
昭和21年（1946）、本田宗一郎が、陸軍で使用していた無線用小型エンジンを改良し自転車に取り付け試走した

のが、浜松のオートバイ製造の始まりでした。本田は浜松市山下町にあった木造バラックの機械加工工場に本田技

術研究所を設立し、原動機付自転車を製造・販売をしました。

昭和22年（1947）本田は既存の小型エンジンの改造ではなく、独自のエンジン開発に着手して「A型エンジン」を

完成させました。山下町にあった工場の前には、通称六間道路が東西に通っていました。研究所の所員は、この六

間道路を幾度も試走して、A型エンジンを積んだ原動付自転車を完成させました。

昭和23年（1948）には野口町の織物工場を買収し、エンジン組み立て工場に改造しました。原動機付自転車に

満足していなかった本田は、BMWなどの外国のオートバイを手当たり次第に分解し、研究開発を進め、昭和24年

（1949）にドリーム号という本格的なオートバイを浜松の工場で完成させました。昭和27年（1952）に、本田は

オートバイ販売の全国展開を進めるため、本田技研工業の本社を浜松から東京へ移転しました。

昭和29年（1954）、浜松市葵町の旧陸軍飛行場跡地に本田技研浜松製作所を設立し、ホンダの二輪生産の拠点

となりましたが、平成20年（2008）に熊本製作所に二輪生産を移しました。中区山下町のホンダ発祥の地は、現在

マンションが建っています。歩道沿いにホンダ発祥の地の説明板があります。

ヤ マ ハ の 歴 史

楽器製造からオートバイへ
楽器メーカー日本楽器製造は、戦時中、軍需品の軍用機のプロペラを製造していました。

浜松の工場は戦災に遭い、また残った工場や工作機械は進駐軍に接収を受けていました。

昭和28年（1953）に接収が解除され、社長の川上源一は工作機械の有効活用として、オートバイの生産を考え、

密かに八幡町にあった日本楽器製造で研究開発を開始しました。

昭和29年（1954）に試作車が完成し、社長の川上自ら、浜名湖を周回しテストを実施しました。

そのころ浜松ではオートバイメーカーの濫立期を終え、メーカーが淘汰される時期に入っていました。川上は工作

機械を浜北町中条の浜名工場へ移し、オートバイ生産を開始しました。後発の日本楽器製造でしたが、開発した

オートバイ「YAMAHA125（YA-1）」は第3回富士登山レースに初出場で優勝し、赤とんぼの愛称で爆発的な売

れ行きとなり、わずか1年でトップブランドとなりました。

昭和30年（1955）7月1日、オートバイ生産部門を、日本楽器製造から分離独立させて本社を浜名工場とし、ヤマ

ハ発動機を設立。

昭和47年（1972）には本社機能と生産拠点を磐田市へ移転しました。

現在、浜北区中条の旧ヤマハ発動機本社跡はヤマハ発動機浜北工場となっています。

スズキ歴史館
〒432-8062 浜松市南区増楽町1301
TEL：053-440-2020

開館時間 9時00～16時30分
休館日 月曜日、年末年始、夏季休暇など
入館料 無料（事前予約制）
駐車場 乗用車40台
見学方法 館内は自由見学
土日・祝日のご見学は「完全予約制」となります。
ご来館の前日までにご予約をお願いします。
※新型コロナウイルスの感染拡大状況により、変更となる場合があります。
詳細につきましてはホームページをご確認ください。
https://www.suzuki-rekishikan.jp

本田宗一郎ものづくり伝承館
〒431-3314 浜松市天竜区二俣町二俣1112
TEL：053-477-4664

開館時間 10時00～16時30分
休館日 月曜日、火曜日（祝日の場合は開館、水曜日が休館）、
 年末年始など
入館料 無料（ただし特別展は除く）
駐車場 二俣小学校前駐車場を利用
見学方法 館内は自由見学

ヤマハ発動機 コミュニケーションプラザ
〒438-8501 磐田市新貝2500
TEL：0538-33-2520

開館時間 平日／9時00～17時00分 
 第２･第４土曜日と次の日曜日／
 10時00分～17時00分 
※詳細につきましてはウェブサイトをご確認ください。
https://global.Yamaha-motor.com/jp/showroom/cp/
※感染症予防と拡散防止のため、休館、観覧や入場者数制限をさせて
いただく場合があります。
休館日 ホームページでご確認ください。
入館料 無料
駐車場 専用駐車場有り
見学方法 館内は自由見学

スズキ ダイヤモンドフリー（1953） 昭和23年 板屋町 当時の本社工場全景ダイヤモンドフリーのエンジン工場 カブFのエンジン製造 1957年 浜名工場のエンジン生産ライン富士登山レースで２年連続優勝 ホンダ カブF（1952） ヤマハ YA-1（1955）

HISTORY

キャンプでの楽しみの一つはキャンプ飯。
ここでは浜松パワーフードを使った簡単にできるオススメキャンプ飯を紹介。

浜松に来たら一度チャレンジしてみよう!

バイクのふるさと浜松の
情報はコチラ▶
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施設名 住所 電話番号 営業期間

1 渚園キャンプ場 浜松市西区舞阪町
弁天島5005-1

TEL.053-592-1525
通年（12月29日～
1月3日までの
年末年始は休業）

2 てんてんゴーしぶ川 浜松市北区引佐町
渋川237-1

TEL.053-545-0452
通年（12月29日～
1月3日までの
年末年始は休業）

3 秋葉オートキャンプ場 浜松市天竜区春野町
領家364

TEL.053-985-0243 12月～2月まで休業

4 秋葉神社前キャンプ場 浜松市天竜区春野町
領家349

TEL.053-985-0518 通年（年中無休）

5 上島キャンプ場 浜松市天竜区佐久間町
中部180-1

TEL.053-965-0215
通年（12月29日～
1月3日までの
年末年始は休業）

6 はるの川音の郷 浜松市天竜区春野町
宮川2098-1

TEL.053-985-0630
通年（12月29日～
1月3日までの
年末年始は休業）

7 明野キャンプ場 浜松市天竜区春野町
堀之内434

TEL.053-985-0240 通年（年中無休）

8 小川の里オートキャンプ場 浜松市天竜区
小川1800

TEL.0539-23-0077 通年（年中無休）

9 龍山秘密村 浜松市天竜区龍山町
大嶺1371-2

TEL.0539-69-0755 12月～3月まで休業

10 星降るみさくぼキャンプ場
よつばの杜

浜松市天竜区水窪町
奥領家4192-2

TEL.090-7954-0050 通年（年中無休）

11 春野てんぐキャンプ場 浜松市天竜区春野町
長蔵寺430

TEL.053-986-0637 12月～3月まで休業

12 熊平水辺の里
オートキャンプ場

浜松市天竜区熊976-1 TEL.053-929-0030 12月～2月まで休業

※一部のキャンプ場のみ掲載しております。 ※営業期間は変動する場合があります。あらかじめ施設へご確認ください。

浜松は年間を通じて温暖な気候で、平均日照時間も日本一といわれています。
東京と大阪の中心に位置する地理条件と山、海、川、湖の自然環境に恵まれており、ライダーには魅力溢れるスポットが数多く点在しています。
特に浜名湖周遊や北遠の天竜区はアップダウンとカーブがほどよい難易度で続き、快適で最高のツーリングコースです。
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A-3 豊橋東バイパス〜浜名バイパス〜

天竜川沿い〜新東名浜松浜北IC全長約 53 km

浜名湖の今切口にかかる浜名大橋から眺める太平洋はまるでカリフォルニアのよう。
天竜川沿いを進み、海と川の大自然の魅力を感じながらツーリングを楽しむことができます。

C-2 新東名浜松SAスマートIC〜浜松いなさJCT〜
三遠南信自動車道〜佐久間ダム全長約 46 km

新東名浜松SAスマートICから三遠南信自動車道を通って佐久間ダムまで進むコースです。
天竜川を堰き止めた佐久間湖は天竜奥三河国定公園に指定されています。
湖畔の佐久間電力館の屋上からは、湖が一望できるとあって多くの方が訪れます。

C-2 新東名浜松浜北IC〜
スーパー林道天竜線〜水窪ダム全長約 125 km

新東名浜松浜北インターからスーパー林道天竜戦を走行し、水窪ダムから水窪川、
天竜川沿いを走行するコース。標高1000mの山岳舗装路であるスーパー林道天竜戦は
空の中を進むような絶景が広がる山岳舗装路です。

C-3 ヤマハコミュニケーションプラザ〜
スズキ歴史館〜本田宗一郎ものづくり伝承館全長約 53 km

浜松市は、スズキ・ホンダ・ヤマハのバイクメーカー3社創業の地であり、また、ホンダの創業者・
本田宗一郎氏の生誕地でもあります。上記の３メーカーに関連する人物やその歴史や製品を
紹介する施設を巡るコース。

B-3 浜名湖大橋〜舘山寺〜
奥浜名湖オレンジロード全長約 78 km

適度なアップダウンと爽快なワインディングロードが続く奥浜名湖オレンジロードと、
湖の周囲長は日本で３番目の長さである浜名湖をグルリと一周するコース。

C-2 くんま水車の里〜三方ヶ原古戦場〜
犀ヶ崖古戦場〜浜松城全長約 41 km

四季を通して自然の魅了溢れる天竜区の山間地区阿多古川沿いから、徳川家康と武田信玄が
激突した三方原台地を通り出世城として有名な浜松城までのコース。合戦時の逸話を地名として
残しいる場所もあり浜松の歴史の魅力を感じることができます。
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C壮快 太平洋・天竜川沿いコース

遠州北上絶景コース 大自然パノラマエンジョイコースバイクの歴史をたどるコース

爽快・軽快 浜名湖一周コース 自然と歴史魅力発見コース

浜名バイパス 奥浜名湖オレンジロード 阿多古川

スーパー林道天竜線佐久間ダム新東名浜松 SA本田宗一郎ものづくり伝承館スズキ歴史館ヤマハコミュニケーションプラザ

浜松城

水窪ダム

三方原古戦場碑


