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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/

全体表示

[ リスト ]

< 聖地巡礼2013 連絡掲示板

聖地巡礼2013 ① 巡礼前走行 姫路→滋賀
2013/9/24(火) 午前 10:59

聖地巡礼2013 ② 巡礼前走行 滋賀→… >
クリップ追加

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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昨日 チョイノリ聖地巡礼ツーリングが無事終了した。
一晩寝たんだけど、長距離ツーリングと、ひさびさの仲間たちとのふれあいに、未だ興奮冷めやらぬ気分だね。
参加チョイノリストさんたちの内でも、手際の良い方々は早速ブログの更新をしてくれているようで、
長距離運転後にもかかわらず元気だなーと感心するばかり。
例年は聖地に集合して、たった２～３時間だけ集団行動して会話もそこそこに解散になっていたのだけれど
できたら一晩、ゆっくり酒でも飲んで語り合いたいということで
今年は巡礼前日にキャンプをすることにした。
はちまるは姫路出発で往復700km前後。土曜日午後からの2.5日間で旅を完結していたのだけれど、
前泊をするなら2.5日では無理なので、今年は前走行からの記事になる。
9月19日の昼から時間を取り、一人出発。
ブログに前走行の告知と掲示板を作成して、出発を報告。応援を受けて意気揚々の出発となる。

はちまる
男性 / 非公開
人気度

昼の12時に仕事が終わり帰宅、着替えてあらかじめ準備していたチョイノリを引っ張り出して最速準備完了。
12時10分には出発となる。
天気は快晴でツーリング日和だった。

プロフィールの編集

友だち(86)

友だち一覧

ゲストブック

すべての記事(742)
画像一覧
TOP
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
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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

340

751907

0

28

0

14383

0

2

姫路市内を北へ、372号線へ向かう。
ハンドルには右GPS MAP60CS 左xperia UL を装備し
自車の現在位置を把握しながら走行。
本日の目的地は愛知県のとある駅（T駅としておく）、ここに9時19分には到着しないといけないのだが、
走行距離は地図で調べる限り270kmほど。まったくぎりぎりのスケジュールなので
極力 チョイノリからは降りず、常時全開スロットル大急ぎ走行に徹する。
巡航仕様とはいえ、皆さんご存知の「チョイノリ速度」なので気持ちは焦る。事故だけはないように…

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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最新のコメント
- 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

すべて表示

- 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

チョイノリ神の御加護のおかげか、雲一つない快晴。
季節は秋になっているが。まだ日中は暑いなあ。
372号に入ると車は少なくなり、信号も少なく快適なツーリング。

・初めての方へ

開設日: 2010/12/1(水)

液晶ガラスフィルム i
phone …

花咲かG タンククリ
ーナー 1リッ…

￥1,580

￥3,500

iPhone ⽤強化ガラス
フィルム＜b…
送料無料

バイクのガソリンタン
ク内にできた錆を浮…
(63件)

(8件)

極力チョイノリから降りないように、ブログ用写真を撮らないといけないので、
乗車状態での撮影。
走行中はこんな感じだ。ミラーに映るのがはちまる。
速度計を見てもらうと分かるように、巡航機は50km/h前後で進んでいる。

靴収納箱 靴収納ボッ
クス シューズ…

iphone Xs Xr Max
…

￥1,566

￥888

Ｎ式タイプ靴箱です。
納⼊時は平らな状態…

カラー：＜br＞ブラッ
ク、シルバー、ゴ…
送料無料

(69件)

よしもとブログランキング
1

2

小川菜摘

浅香あき恵

もっと見る

3

Love Me Do

オフィシャル

もっと見る

☆飯塚雅弓のまーちゃん日和☆
飯塚雅弓

ミヤマ☆仮面（垣原賢人）オフィシャル
ブログ
ミヤマ☆仮面

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！
アフィリエイトブログを始めよう！

自分撮り。
372号線は六甲山の北側を京都に向けて走る道なので、山間部走行となる。
そこここに山があり、のどかな景色が続いている。
加東市をすぎて篠山市に入り、一部には有名な「篠山黒豆銅像の坂」で最高速度75.1km/hを記録する好調ぶり
で東へ突き進んでいく
（この坂は私道ってことで、法令には抵触しないってことで…ﾖﾛﾋﾟｺ）

≪施⼯管理専⾨の求⼈≫
業界トップクラス
施⼯管理job

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

Yahoo! JAPAN広告

乗機は快調で、気持ちよく順調に走っていると。
突然左手のxperia ULが落ちた。。。ポロリ。。
なぬーーーー！
幸いにも車両バテリーからの充電ラインが挿してあったのでブラブラ吊られた状態で地面に落下するのは避けら
たのでよかった。
見てみると支柱のプラスチックがもげている。
これは今は無きR1200GSに付けていた南海部品のホルダー KANIシリーズで。
http://blogs.yahoo.co.jp/kurukurudaisakusen/4857384.html
サスペンションのしっかりしている通常のバイクでは使用に問題ないのかもしれないが、
御存じ、フロントはなんちゃってサス リアはリジット構造のチョイノリ大振動にはかなわなかったようだ。
しかも長距離を燃費よく走りたいがために、乗り心地を犠牲にしてタイヤ空気圧を高めに設定していたので、負担
が強かったのだろう。
しかしふがいないなあ。南海部品にはもうちょっと頑丈に作っておいてほしいものだ。プラスチックって…
その後はGPS MAP60CSのみを頼りに進んでいく。

だんだん日が傾いてきて斜陽が背を照らす。東行きだから眩しくなくてよいね。
一人のんびり 低速ツーリング。チョイノリでしか味わえない旅。
低速なので景色や交通状況の変化が遅く、フルスロットルにもかかわらずそれほど気を張らなくてもいい。
自分は非常にイラチなので、これ以上急げないという状況じゃないと焦ってしまうのだ。
たとえば、もっと速度が出るバイクなら、「急がなきゃ！！」って思って、アクセルをさらにひねってしまう。
そして、自分の能力ぎりぎりの速度で、気を張って運転するので疲れてしまう。
チョイノリなら、これ以上急げないから…、と気持ちも安寧。運転も楽。
結果、のんびり、いろんなことを考えながら有意義な時間が過ごせる。

ノートラブルでぐんぐん進んで、京都を越えて滋賀県入り。
琵琶湖の東岸へ出るところで給油。145.2kmを走行した。
時間的には電車に間に合うペースだぜ。やったね。

休憩なしで最後まで走ろうかと思ったのだけれど、これから鈴鹿の山に入るしね。
余裕がありそうなので休憩することにした。
コンビニで軽い食事を済ませ、寒くなってきたので上着を着る。
イタリアの雑貨屋で買ったITALIAって書いてあるパーカーだ。
これがいい感じにヨレていて、捨てる寸前。汚れても気にならないので気楽に着ていたら、結果やたらと出動回数
が多くなってしまったという服。
別に気に入っているわけではないのだが…。

この記事に

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（12）
はちまるさん、お疲れ様です。
私も極力休まず走行で、とても疲れました。
チョイノリの速度は、景色を見る余裕がある
のでいいですいよね。
2013/9/24(火) 午後 0:42 [

さいばば ]

返信する

1

はじめまして！！
記憶に無い思われますが、スズキ歴史館から出発後、ＪＲ踏切超えてから遭遇させて頂きました。
沢山のチョイ乗り、何処から来られたんだろうと思ってましたが、そこらじゅうからの聖地巡礼だっ
たんですね。同じバイク乗りですがとても真似出来ません。それだけに達成感は大きいのでしょう
ね。＼(^o^)／
2013/9/24(火) 午後 0:46

返信する

＞さいばばさん
この低速をこそ愛しています。
速度は全然でないヘナチョコなどうしようもないバイク
…
だがそれがいい！！
（「華の慶次」風に）
2013/9/24(火) 午後 0:49

返信する

＞キタッチさん
同日に歴史館見学されていたんですね。
ちょっとおかしなバイクを気に入ってしまって
チョット変な旅に挑戦しています。
チョット見かけただけなのに、検索ですぐに繋がれるという
ネットの力ってすごいですね
またご訪問ください（＾＾）
2013/9/24(火) 午後 0:53

返信する

今回も楽しませてもらいます(笑)
2013/9/24(火) 午後 6:55 [

OP ]

返信する

＞OPさん
前泊を含めて内容の濃い旅になりましたから
結構長い記事になりそうですよ（＾＾）
2013/9/24(火) 午後 7:02

返信する

お疲れさんです
しかし、私道での非公式最高速度75kmはすげー
チョイノリにとっては高速、いや、光速でっせ～
2013/9/24(火) 午後 8:31

返信する

はちまるさん長旅お疲れ様でした。朝キャンプ場着いた時皆さんＴシャツ着ててびっくり＆感動でし
た。キーホルダーありがとうございました。前まで使用していた物はリングが太く使い辛いかったの
で、重宝しています。次回開催時は是非とも解散まで同行したいですなぁ。
2013/9/24(火) 午後 10:26 [

ハッチ ]

返信する

12T-36Tしか経験の無いKSKだけど、
88さんに12T-27Tの体験走行させてもらったけど
異次元の静かさにビックリだったよ～
ハーレーの振動は振幅が大きく、
チョイノリの振動は周波数が高い感じ、
どっちにしてもプラスチックではボッキリ必至だよね。
2013/9/24(火) 午後 10:39

返信する

＞まつきちさん
ここの坂はいつも70kmオーバーになります。
チョイノリの力というよりは、落下、つまりは地球の重力の賜物ですね
2013/9/25(水) 午前 0:28

返信する

＞ハッチさん
オリジナルチョイTは初年度関係者の証です。
絆を感じますね（＾＾）
2013/9/25(水) 午前 0:29

返信する

＞KSKさん
チョイノリは規格外の振動やからね～
南海部品を責められないかな
KSK－01も巡航仕様にしてみては？
2013/9/25(水) 午前 0:30

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。

