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はちまるの日常。（チョイノリブログ）

新規投稿
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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 ]

< チョイノリ委託整備 あんちゃん号④試験…

チョイノリ委託整備 あんちゃん号⑤納車
2013/3/30(土) 午後 7:22
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無事修理の完了したあんちゃん号ですが、本日引き取りに来られました。

本日は天気も良く、試乗がてら二台で数キロばかり走ります。
あんちゃん号は前期型11T-36Tなので、カム新品・整備済み状態で平地42km/h程度の速度です。
エンジン回転数の高いところを使うので発進はきびきびしますが、高速ではエンジンの唸りが激しい。
お聞きすると、故障前は最高速度35km/h程度だったとのことですが、おそらくカムの擦り減りでエンジンが本来
のパワーを出せていなかったのでしょう。エンジン内部リフレッシュしてよかったです。
今回の補修のパーツ費用を請求させてもらったところ、御好意でパーツ代金に上乗せしてお振り込みをいただき
ました。液体ガスケットやパーツクリーナー、サンポール・塗装など、消耗品の出費もあったので非常に助かりま
す。おかげさまで赤字にならずすみました、ありがとうございました。
とりあえず機関は整備できましたが、まだ不具合個所は残っています。
１、フロアボードの交換、取り付けフレームの曲がりがあるので、これも修正できれば良。
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/5344508.html
２、リテールランプ 常時点灯が球切れ。電球交換でよいと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/1403395.html
３、燃料コック内部のパッキンへたり。コックoffでもガソリンちょろちょろ流れています。内部ゴムパーツの交換が
勧められます。
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/9868103.html
４、今後のオイル交換時期のチェックのために、できれば距離計付きメーターへの交換も（ポン付けです）
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/825025.html
これくらいでしょうか、ぼちぼちいじって楽しんでくださいね。
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数キロ走った後は、お互いのチョイノリを交換して、
ウチの巡航1号機（金属カム 13T-25T）を試乗してもらいました。
今後のチョイノリ整備の参考になれば幸いです。

TOP

あんちゃんさんは、このチョイノリを彼女さんに譲渡されており、次は自分のチョイノリを探そうかとおっしゃってい
ました。一台チョイノリが公道に復帰したこと、そしてまたもう一台、大切に運用されるチョイノリが増えそうで嬉し
い限りです。
素人整備で、今後何らかの問題が出るかも…しれませんが、その時は気軽に相談ください。できるだけ対応しま
すね
（＾＾）

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

この記事に
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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
> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ

もっと速く！という無駄な抵抗
ツーリング・性能評価動画

コメント（8）

チョイノリ林道走破プロジェクト
はちまるサン、本日は本当にありがとうございました！！
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おかげさまで彼女の元に無事『のり子さん』を送り届けました。
彼女も大変喜んでおり感謝しております。
今回はちまるサンに修理をお願いしてからは彼女もはちまるサンのブログを見る様になり、本日は
ちまるサンとお会いした時の土産話も羨ましそうに聞いておりました。笑笑
本来はちゃんとしたお礼をしなくてはいけないのに何も出来ないままで本当に申し訳ありませんで
した。
はちまるサンの巡航1号機程ではありませんが、『のり子さん』も退院後(笑)元気にはしゃいで走り
まわっておりました。

スマートフォンで見る

憧れの巡航1号機にまで試乗させて頂き、また自慢がひとつ増えました！！
とても素敵なチューンナップで、同じチョイノリだとは思えませんでした！
パワーが有るのに音も静かで、とても安定感の有る完璧な硬派なマシン！そんな印象を受けてシ
ビレました。
チョイノリ好きとゆうだけで、またまだ無知な私ですので、はちまるサンにはまた頼ってしまう事も有
るかもしれませんが...今回に懲りずに(笑)今後も仲良くしてやって下さい。
今回は心から本当にありがとうご
2013/3/30(土) 午後 10:28 [

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

あんちゃん ]

返信する

ほぼオリジナルで42km/hはさすがですね^ ^
まだ記事にしてませんが、fast号に金カム投入しました！
レビューも含めてupしたいと思います^ ^
2013/3/31(日) 午前 1:00 [

fast ]

返信する

＞あんちゃんさん
お土産や余分のお振り込みなど、素人整備に対して過大な御礼をいただき、こちらこそありがとう
ございました。
のりこさんの今後の運用状況も気になりますので、なにかありましたら気軽に相談ください。
当方の巡航1号機はプーリーとスプロケを交換しているだけでエンジンはノーマルです（チョイノリ
のエンジンは改造余地がないもので）。
ちょっとしたパーツ交換で高速での伸びが得られますので、今後の整備の参考にしてくださいね。
兵庫県のチョイノリストと出会えてよかったです。
お時間合えば近隣のツーリングでも御一緒したいものです。
2013/3/31(日) 午前 6:04

返信する

＞fastさん
おー
とうとう金属カムデビューですか。
当方の巡航1号機は金属カム交換後1000kmを突破しましたが、未だトラブルなしで元気に走って
おります。
本当に耐久性があがっているのか、樹脂カムよりすぐれているのか、長期使用調査は続きます（＾
＾）
fast号の今後も記事にしてくださいね！
2013/3/31(日) 午前 6:09

返信する

トラブルが全て解消しましたが、原因がアース取り付けボルトの緩みと、ＣＶＴケースを組む時に配
線を微妙にＣＶＴケースに挟みショートしていた事でした(滝汗)
挟み込みはイグニッションコイル下辺りの見えない所で見つけ難くかったです
これに勝る素人整備はないかと思います(笑)
はちまるさんはチョイノリ界の名医と思っており、これからも何かと参考にさせていただきます

・初めての方へ
ちなみに、対策として肝心な所にはスプリングワッシャーを入れ緩み難くした事と、配線を挟んだ
り、擦れたりしないよう結束箇所を増やしました
開設日: 2010/12/1(水)

2013/3/31(日) 午前 7:05 [

V70R ]

返信する

＞V70Rさん
アース不良のままエンジンをかけるとCDIが損傷する可能性があります。
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/10152430.html
回転数が頭打ちになって、加減速を繰り返すような挙動があるようならCDI交換も必要になります
が、復帰できたということはCDIは無事なようですね。
時折整備要求のあるチョイノリは、
よくいえば飽きさせない、
悪くいえば手のかかるバイクですね。
これからも維持整備をよろしくです。
2013/3/31(日) 午後 9:27

返信する

V70Rさんのように運のいい方もいらっしゃるのですね^ ^
整備要求してくるチョイノリ・・・わかりますよ

よしもとブログランキング
1

2

もっと見る

加速と最高速がにぶればオイル交換にバルブクリアランス調整は基本で今回のfast号のみたいに
なったら、すぐエンジン開けろ！みたいな^ ^

3

ところで巡航1号機は高回転域でキーンって音しませんでした？^^;
2013/3/31(日) 午後 10:24 [
小川菜摘

浅香あき恵

返信する

＞fastさん
こちらの金属カム内蔵機には特別な音はないですね。
樹脂カムと比べると重い？というかこもるような音ですが、
高速での変化はなさそうです。

Love Me Do

オフィシャル

fast ]

もっと見る

淀川 寛平マラソン

2013/4/1(月) 午前 8:28

淀川 寛平マラソン

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

☆飯塚雅弓のまーちゃん日和☆
飯塚雅弓
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。
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< チョイノリ委託整備 あんちゃん号④試験…

リアボックスが逝った >

アフィリエイトとは？ | 無料メルマガで学ぶアフィリエイト！特殊なアフィリ方法が初心
者におススメ
afi-lab.net
Ads by Yahoo! JAPAN

無料のアフィリエイト講座

afi-lab.net

ASP社員も驚く実績とノウハウ！バレずに副業するならアフィリエイト
Yahoo!ブログアクセス解析はマイページから

「うつ病」が労災認定されると！

ブログを書いてTポイントを山分け！

okzsr.com

うつ病で働けないと（退職後も）給料の約８０％がもらえ、うつ病治療費も無料です

アフィリエイトブログを始めよう！

兵庫県！転職経験者の本音とは？

xn--hdksvzft.net

年収アップ・年間休127日自宅でかんたん57秒の転職サービス
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう
サンポール
倉敷由加温泉ホテル⼭桃花

12,500円〜

(38件)

エンジン 液体ガスケット

チョイノリ カム

彼女 交換

連携サービス

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

エンジン カム

