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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 ]

< 回転数と点火タイミング（故障CDI診断法）

ブレーキ遊び調整とパッド交換時期
2012/12/5(水) 午前 8:27

タイヤ交換（タイヤ取り外し） >
クリップ追加

修正

チョイノリの基本と初級整備

削除

移動

オートバイ
1

ブレーキ系統の日常点検をば

ブレーキはパッドが徐々に減ってくるので、長期使用でブレーキ引き幅が大きくなってきます。
減りに合わせて遊びの調整をしましょう。
写真の黄色の部分がブレーキのかからない区間（遊びといいます）
赤の部分がブレーキに効いている区間です。
黄色の幅が15mm～25mmに調整しますが、自分の運転しやすい幅に合わせたらそれでいいと思います。
ブレーキ解除でタイヤが空転して、好みの幅を握りこんだ状態でブレーキが効くポイントを探します。

はちまる
男性 / 非公開
人気度

プロフィールの編集

遊びの調整は赤丸部分のナットを回すことで行います
右回しで遊びが減って、左回しで遊びが増えます。

友だち(86)

あと、ブレーキパッドの交換目安ですが、ブレーキをいっぱいに握った状態で黄色ラインで示したスジの延長が許
容範囲を示すラインの中にあれば大丈夫です。
この範囲を超えると交換必要。
この後輪の写真はブレーキを握りこんでいます。範囲内に入っています。

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

前輪も同様です。
前輪は浮いていないのでタイヤの回転を見るときには車体前部をジャッキアップして前輪が回転するようにして
遊び調整しましょう。
赤丸のアジャスタを回して調整します。

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
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パッド交換範囲ですが、これはブレーキを握り込んでいない写真です。ここから握りこんでみると範囲内に入って
いました。
チョイノリは車体が軽くブレーキが効きやすく、なかなかパッドが減らないため今まで交換したことがありません。

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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コメント（10）

- 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...
すべて表示

前輪のブレーキがキーキー言うので交換してみましたが、3200km程度では新品とかわらない程で
した。雨水とブレーキダスト、砂埃が原因だったようです。
ホイールを外したついでにブレーキクリーナーで掃除しておけばかなり長持ちすると思われます。
2012/12/5(水) 午前 11:04 [

すべて表示

巡音ルカ ]

返信する

＞巡音ルカさん
雨上がりの後や長期放置後などはブレーキ音しますね
しばらく走って馴染んだら音はやむことが多いです。
減りが少ないのでパッド交換する機会はなかなかなさそうです
2012/12/5(水) 午後 0:09

- 聖地巡礼の旅2013(その8：聖地巡礼旅2...

訪問者履歴
ブログリンク
Yahoo!からのお知らせ

この記事に

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ

最新のコメント

最新のトラックバック

取扱説明書に詳細が載っていました。
詳しく知りたい方は画像を拡大して読んでみてください。。。

返信する

私のチョイノリは一定の温度にブレーキが温まるまでキーキー言いますね。
幹線道路へ出る頃にはもう鳴かなくなっています。
ホイールを分解した際はついでにシューも鳴らして掃除してから組んでいます。
山の中走っていて、ブレーキまで水没した時は大変な事になりました（＾＾；
2012/12/5(水) 午後 2:09

返信する

＞まめぞうさん
薄ら錆の発生と削り取りによる音かもしれませんね
水没とは厳しい環境ですね～

・初めての方へ

2012/12/5(水) 午後 4:15

返信する

あまりに減らないので、ドラムの方が減ってそうで怖いです…
開設日: 2010/12/1(水)

2012/12/5(水) 午後 6:54 [

ふももも ]

返信する

＞ふもももさん
同感。でもさすがに鉄だからシューには負けんと思います
（＾∀＾）
2012/12/5(水) 午後 7:05

返信する

オバちゃんの自転車のブレーキのようなと言えばあの音ですよね？(笑)
鳴きが取れない場合は、ホイールハブ側をペーパーを掛けてパーツクリーナーで掃除してまいま
す。(^_^;)
パッド、余り減らないから助かりますね～。
2012/12/5(水) 午後 7:07 [

よしもとブログランキング
1

2

もっと見る

ギター侍 ]

返信する

＞ギター侍さん
ブレーキはほぼノーマークです
やはり軽量車体の恩恵でしょうなあ
2012/12/5(水) 午後 7:12

返信する

3
うちの旧車(VW)はドラムを研磨しました。
ラビットもドラム研磨しましたよ～

小川菜摘

浅香あき恵

Love Me Do

オフィシャル

ともにシューを貼り替えと一緒に実施しました

もっと見る

ふもももさんに一度ドラムの厚み測っていただきたいですなぁ～

がんばれ 小さき生命（いのち）たちよ

2012/12/7(金) 午前 1:34

返信する

NICUサポートプロジェクトチーム

チーム森田の“天気で斬る！”
チーム森田

＞ＫＳＫ＠ばすさん
新品ホイール買って、ふもももさんのドラムと比較してみたいですね
チョイノリ軽いからなあ～
パット同様、あんまり減ってないかもしれないなあ
旧車趣味いいですね
旧フィアット500欲しいんですけど、維持できるか甚だ不安で
やっぱりジムニーが便利で気軽だわ
と何度も同じ思考経路をぐるぐるしてます（＾＾）
2012/12/7(金) 午前 9:46

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
Yahoo!ブログアクセス解析はマイページから

トラックバック（0）

ブログを書いてTポイントを山分け！
< 回転数と点火タイミング（故障CDI診断法）

アフィリエイトブログを始めよう！

タイヤ交換（タイヤ取り外し） >

住宅ローンの残債有でも買える？ | 売却保証や立替払制度など充実のサービスで買い替え時の
不安を解消／東急リバブル
www.livable.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

のぼり・懸垂幕・横断幕の専門

www.kenchiku-sheet.net

建築シート工房なら特別価格にてお見積りデータ作成、大量発注もお任せ下さい。

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…

倉敷由加温泉ホテル⼭桃花

12,500円〜

(38件)

買い替えは東急リバブルへお任せ

www.livable.co.jp

充実のサポートでスムーズな買い替えをバックアップ！まずは６０秒で査定依頼
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう

