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こんにちは、hachimaru93さん マイページ ▼ マイブログ ▼

はちまるの日常。（チョイノリブログ）

新規投稿

ブログ設定 メッセージ ログアウト Yahoo! JAPAN

ｘ
新規投稿・設定はこちらから行えます！

チョイノリサイトあります http://suzuki-choinori.com/
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< 巡礼旅2013はちまる準備中

聖地巡礼2013 連絡掲示板 >

巡礼ニューーッス！

クリップ追加

2013/9/18(水) 午後 10:16

修正

ツーリング・性能評価動画

削除

移動

オートバイ
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巡礼直前です！みなさん準備はできていますか？
それでは最新ニュースをお伝えします（＾＾）

ニュース①

巡礼参加メンバーにキャンセルが出たり、新たな参加申し込みが出たりしてメンバーがじわじわ変わっております
が、V70Rさんの奥さんのキャンセルをもって、とうとう、女性が０人になってしまいました～。
華やかさがなくなってしまいましたねえ。まあいいじゃないっすか。

おっさんの おっさんによる おっさんのための チョイノリ聖地巡礼（爆）
本来チョイノリの販売ターゲットは女子のはずだったのでしょうが…スズキ社員が見たらタメ息ものだね。
（男＝おっさん という括りで書いてます はい）

ニュース②

愛知地元チョイノリストのハッチさんがキャンプ地から聖地までの走行を先導してくれることになりました。
現地の地理に不案内なはちまるにはありがたい水先案内人。ハッチ隊長ありがとう（＾＾）

ニュース③

BBQと言えば焼き肉です。焼き肉屋さんで絶対注文するのが「ライス大」。
ごはん…いるよね～
っていうことで急遽、ご飯炊きに必要なコッヘルとストーブ。お米が荷物に加わりました。

はちまる
男性 / 非公開
人気度

プロフィールの編集

友だち(86)

友だち一覧

ゲストブック

ただ、はちまる一人で全員分は炊けない。そこでチョイノリ飯炊き部隊を創設することにし、
前泊組で無理を聞いてくれそうな「さいばばさん」と「KSK＠ばすさん」に臨時召集令状（赤紙）メールを送信。
御二方とも快く引き受けてくださいまして、入隊！

すべての記事(742)
画像一覧

当日はこの３人で全員分の温かい御飯をたきますね。うまいメシが食えそうだ（嬉）。

ニュース④

TOP

参加賞（記念品）につきましては、例年お会いするまで秘密にしていましたが、今年は参加のモチベーションを上
げる意味も含めて事前発表に踏み切りました。今年は、なんと！！
でーーん

プロローグ その他
チョイノリの基本と初級整備
足回り・フレーム・外装
電装・メーター系
吸排気系・燃料装置
エンジン分解・組上げ・脱着・補修
型式（前後期の違いなど）
サラダ油・廉価オイル投入記録
金属カム導入と維持記録
もっと速く！という無駄な抵抗
ツーリング・性能評価動画
チョイノリ林道走破プロジェクト
投票
チョイノリ写真館

訪問者
ブログリンク
コメント
トラックバック

今日

全体
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チョイノリ・オリジナル・キーホルダー！だっ！
本革製で聖地巡礼２０１３に参加した者だけが持つことを許される勲章的キーホルダー

スマートフォンで見る

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス！
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はちまるデザインですよ～
巡礼でお会いしたチョイノリストさんたちにお配りします。
今のところ、数は十分足りるハズ…です。はい。

さてさて、とうとうはちまるは明日、巡礼の前走行に臨みます。
昼の12時から出発して、愛知県の駐輪場まで約10時間走行の予定です。
一応、実況中継用の記事を作成しまして、コメント欄にて行程を発表しながらの旅しようかと思っています。
皆様も気をつけて来てくださいね～

最新のコメント

この記事に

- 丁寧な回答ありがとうございます！ そもそ...
- K3前期型だと思われます。 板金キックス...
- アース線の線付きワッシャ？が破断していま
し...
- ここまで積み上げてきた技術系情報は、チョ
イ...
- 5月9日から別ブログに引っ越せるようにな
る...

最新のトラックバック

コメント（18）
ぐわわ～～！なんと！！！
こんなカッチョエエキーホルダーとは！！！！！！！
スバラシスギル～～～～

すべて表示
米焚戦士おまかせあれっ！

- 聖地巡礼の旅2013(その8：聖地巡礼旅2...
すべて表示

訪問者履歴
ブログリンク
Yahoo!からのお知らせ

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ

明日気をつけて走ってちょ★
2013/9/18(水) 午後 10:24

返信する

うっひょー！！
楽しそうなことまんさいですねー！
今日、神社でお参りしてきましたんで、天気もトラブルも心配無し！！のはずです。
2013/9/18(水) 午後 10:50

返信する

2

うおおおおっ！ まさに勲章！！
はちまるさん、すごいの用意してくれましたね！
この勲章欲しくて参加者増えたりして…

・初めての方へ

開設日: 2010/12/1(水)
返事が遅くなりましたが、マシンの準備も終わり、今晩は装備品の準備ですわ。
私の行程は…
20日
21日
22日
23日

群馬→長野諏訪湖で一泊
諏訪湖→愛知でキャンプ（キャッホー！）
愛知→聖地で御神体にひれ伏す (*^^)v →うなぎ→沼津で一泊
沼津→群馬

と、三泊四日で、走行距離は700km超！ほぼ修行になります。
700km超なので途中オイル交換を２回予定してます。
皆さん、よろしくお願いしますぅ～ (^_^;)
2013/9/19(木) 午前 0:13 [

よしもとブログランキング
1

もっと見る

2

小川菜摘

3

浅香あき恵

オフィシャル

もっと見る

岩上謙介

さいばば ]

返信する

神奈川より
２０日（金）夜出発
夜通し国道１号線のみで岡崎まで向かいます＾＾
２１日午前中着くかと思うので岡崎散策計画中です。。。
2013/9/19(木) 午前 3:30 [

海のあるLife Style

返信する

はい、赤紙きました（笑）
やはりご飯ないと始まんないです。
明日のご武運をお祈りします！
2013/9/19(木) 午前 0:45 [

Love Me Do

ザッキー 1400cc ]

黙れクソ坊主 ]

返信する

おぉスゴイ記念品！

ミヤマ☆仮面（垣原賢人）オフィシャル
ブログ
ミヤマ☆仮面

はちまる師匠が一つ一つ心を込めて手作りした一品？！
どうぞお気をつけて～
2013/9/19(木) 午前 7:19

返信する

無理やりでも前泊すればよかった（笑）
来年は万障繰り合わせて前泊します
2013/9/19(木) 午前 7:32 [

fast ]

返信する

＞KSK＠ばすさん
お互い７００ｋｍの遠距離走行ですが
日頃切磋琢磨した整備能力を生かして旅を完遂しましょう
飯炊き部隊 入隊もさることながら、いろいろご協力いただいて感謝しております。
では現地で！！
2013/9/19(木) 午前 8:08

Yahoo!ブログアクセス解析はマイページから
ブログを書いてTポイントを山分け！

返信する

＞koroさん
お祈りサンクス
全行程 晴れてほしいものです！
2013/9/19(木) 午前 8:11

返信する

アフィリエイトブログを始めよう！

下落相場でも強い、今
が旬の銘柄を無料提供
合同会社スコール

TRY Premium
プレミアム・アウトレット

＞ザッキー1400ccさん
3泊4日の大冒険ですね。くれぐれも事故のないように安全運転で。
現地でお会いできるのを楽しみにしております。
2013/9/19(木) 午前 8:13

返信する

＞さいばばさん
3年連続の参加ありがとうございます。
今年は始めてゆっくりしゃべれますね
無事にたどりついてください。飲みましょう！
2013/9/19(木) 午前 8:15

返信する

＞黙れ糞坊主 リョウキチ
チョイノリ復帰できてよかったね
Yahoo! JAPAN広告

雪道キャンプツーリング・剣山チョイノリチャレンジ×２
チョイノリ・モトコンポ超長距離ツーリング・廃屋宿泊ツーリング
リョウキチのおかげでおもろい旅がたくさんできますよ。
今回もよろしく（＾＾）
2013/9/19(木) 午前 8:17

返信する

＞まつきちさん
キーホルダー本体は業者発注なので

はちまるはデザインのみですよ。
例年になく、役に立つ記念品になり、作りにも満足しています。
（＾＾）
2013/9/19(木) 午前 8:19

返信する

＞fastさん
あまり無理をしてトラブルが出るより良いかと思います。
今年は当日走行に集中して旅を完遂してください！
おっさんだらけの前泊会、fastさんも参加資格充分（＾＾）
来年 するかどうかは未知数ですが、機会があれば御一緒したいものです。
2013/9/19(木) 午前 8:22

返信する

私は今年も、昨年配った草加せんべい持っていこうと思います。
2013/9/19(木) 午前 11:52 [

さいばば ]

返信する

＞さいばばさん
例年のお気遣い、ありがとうございます
1年ぶりにお会いできるのを楽しみにしています
2013/9/20(金) 午前 8:20

返信する

おおお！なんて立派な記念品！！
チョイノリを引きずってでもたどり着きます！！（笑）
2013/9/21(土) 午前 1:51

返信する

まめぞうさんなら大丈夫
日頃の整備が良いからノートラブルで来れますよ（＾＾）
2013/9/21(土) 午前 8:36

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

投稿されたコメントはブログ開設者の承認後に公開されます。

内緒
トラックバック（0）
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建築・エネルギーの情報サイト | 業界動向、特集記事、事例などをご紹介NTTファシリティーズジャ
ーナル
www.ntt-f.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

姫路駅のカラオケ・宴会

union.owst.jp

パーティーを盛り上げる演出多数 数々の二次会や貸切パーティーを実施してきた…

姫路市で不動産売却をお考えなら

www.questhome.co.jp

「株式会社クエストホーム」へ地域密着でお客様をサポートします

オフィス用品の通販／たのめーる

www.tanomail.com

オフィスの’困った’を解決！PC本体やPC周辺機器、事務用品まで品揃え豊富。
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう
スズキ ニュース

ニュース メンバー

チョイノリ スズキ

ニュース 発表

連携サービス

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

愛知 ニュース

