
ランダム

こんにちは、hachimaru93さん マイページ マイブログ 新規投稿 ブログ設定 ログアウト Yahoo! JAPAN

全体表示 [ リスト ]

< 聖地巡礼の旅！④（旅の告知、現状報告… 聖地巡礼の旅！⑥（姫路～茨木） >

聖地巡礼の旅！⑤今回の記念品。 修正 削除 移動
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2011/7/19(火) 午後 1:02  ツーリング・性能評価動画  オートバイ

記事検索

▼ ▼ メッセージ

はちまるの日常。（チョイノリブログ）

チョイノリサイトあります http://suzuki-choinori.com/

クリップ追加

ブログで知り合ったチョイノリ仲間達を巻き込んだ聖地巡礼旅が昨日、終了しました。

今回の旅では記念品としてオリジナルチョイノリグッズを用意していましたので紹介します。

せっかくはちまるの応援に出かけてきてくれるので、ささやかながらのお礼を兼ねてTシャツを作りました。

新規投稿・設定はこちらから行えます！

ｘ
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友だち(86)
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 ゲストブック

すべての記事(743)

画像の右下に拡大ボタン（＋）が出ますので、是非拡大して見てみてください。

 

オリジナルTシャツを作っている会社にデザインを送り、Tシャツにプリントしてもらいました。

純正のスズキのロゴやchoinoriロゴを入れたかったのですが、著作権の問題もあろうとのことで

はちまるが新たにデザインしたものです。

左胸にchoinoriとデフォルメしたマーク、背面にシルエットを入れました。

 

製作期間がかかり、ウチに到着したのが旅前日の15日。

人気度

はちまる

男性 / 非公開

 

プロフィールの編集
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 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

  今日 全体

訪問者 302 748835

ブログリンク 0 28

コメント 0 14388

トラックバック 0 2

スマートフォンで見る

あれれ、背面が3色のはずが…2色刷りじゃん！

メーカーの手違いでバックプリントが間違えられていました（TдT）ｵｲｰｰ

旅は翌日なので、今更刷り直しが間に合うわけもなく、皆さんにはこのTシャツをお配りすることになりました。

メーカーには間違いを伝え、後日刷りなおしたものが到着するとのことです。

 

この後ツーリングレポートとして今回の旅でお会いした方々を紹介しますが

行きの行程で「チャッキー」さん、「K原」さん。聖地にて「さいばば」さん「メキシカンオレンジ」さん、「あき」さん

にお会いし、メキシカンオレンジさんのお友達で当日来れなかった方を含め

６名の方々にこのTシャツを差し上げました。

着るのは恥ずかしいかもしれませんが、寝巻にでもしてください（＾＾）

 

後日、メーカーさんが刷り直ししたバックプリント3色のTシャツを皆さんに発送していただけるとのことです。

当日お渡しした「はちまる」のメルアドまで御住所をお送りください

ややこしいことになりすみませんが、せっかくならはちまるの納得いく刷り直しTシャツの方をもらっていただきた

いと思います。

もちろん2色刷りもそのまま御使用くださいね。
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> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ

はちまるさん、Ｔシャツありがとうございました。
 

本当は３色だったなんて。これでもイケテルのに。
 

はちまるさんセンスあります！
 

大事に着させていただきます。新しいの送っていただけるのなら、
 

うちは住所変わってませんので。 

＞さいばばさん
 

それではお送りいたしますね
 

本当はステッカーとかキーホルダーとか
 

もっと実用性のある物の方が良かったかもしれませんねえ
 

次は何作ろうかな 

はちまるさん、Tｼｬﾂありがとうｺﾞｻﾞﾙ。
 

 

ｱﾚってはちまるさんのﾃﾞｻﾞｲﾝだったのね！？
 

すげぇ(´∀｀) ｾﾝｽいいよお～
 

胸元のﾃﾞｨﾌｫﾙﾒﾁｮｲがﾁｬｯｷｰのﾂﾎﾞです。
 

ｶﾜｲｲ～ 

＞チャッキーさん
 

喜んでもらえてよかったでゴザル
 

刷り直しTシャツ送るので住所教えてね
 

せっかくだから色違いのヤツ送ろうかと思うので、希望の色も書いといてね。よろしく～ 

聖地巡礼の旅！⑤今回の記念品。 
について思ったことをコメントしてみよう

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

 コメント（4）

2011/7/19(火) 午後 1:47 [ さいばば ] 返信する

2011/7/19(火) 午後 11:42  返信する

2011/7/19(火) 午後 11:48 [ ﾁｬｯｷｰ ] 返信する

2011/7/19(火) 午後 11:57  返信する

2019 3月

スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス！

日 月 火 水 木 金 土

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

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...

すべて表示

最新のトラックバック

-  聖地巡礼の旅2013(その8：聖地巡礼旅2...

すべて表示
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