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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 ]

< チョイノリ聖地巡礼の旅2012-(6)（四日市…

チョイノリ聖地巡礼の旅2012-(7)（我々が成し遂げたこと）
2012/9/19(水) 午後 8:01

チョイノリ専用オイル投入 >
修正

ツーリング・性能評価動画

削除

移動

クリップ追加

オートバイ

0
聖地巡礼の旅2012は参加チョイノリ18台という大所帯にもかかわらず、
すべてのチョイノリが止まることなくライダーを自宅まで送り届け、無事故無違反で幕を閉じた。
これほどありがたいことはない。こうきちさんの神頼みがグイグイ効いた様子だ。
さて皆さんの走行距離が集まったので発表することにしよう
興味あるでしょ（＾＾）ヘヘヘ

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
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

走行距離の多いもの順に発表
はちまる（兵庫県姫路市 アイスブルー） 760km
KSK@ばすさん（富山県富山市 オレンジ） 757.2km
ふもももさん（千葉県市川市 ブラックSS） 710.4km
リョウキチ（神奈川県横浜市 ベージュ） 644.4km
さいばばさん（埼玉県草加市 オレンジ） 640.0km
こうきちさん（三重県四日市市 ブラック） 272.9km
だーいしさん（静岡県焼津市 トイブルー） 163km
Ｖ７０Ｒさん（愛知県西尾市 ブラックSS） 158km
だいさん（愛知県蒲郡市 ライトグリーン） 116.95km
mtstさん（愛知県新城市 ブラック） 110.2km
メキシカンオレンジさん（愛知県豊川市 ホワイト） 103.7km
チョイさん（チョイノリ君）（愛知県新城市 キディイエロー） 99km
ぱぶちゃん嫁（愛知県豊川市 オフホワイト） 89.3km
可愛いエリちゃん（愛知県豊川市 オレンジ） 89.3km
あきさん（愛知県豊川市 ピンク） 78.3km
ハッチさん（愛知県豊橋市 ブラック） 67.7km
デュークさん（静岡県 トイブルー） 36km
ＪＩＬさん（東京都東村山市 ブルームイエロー） 14.3km

チョイノリ林道走破プロジェクト
そして合計は…

４９１０．６５ｋｍ！

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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0
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全員が協力して成し遂げた記録。
18台の合計ではありますが、チョイノリツーリング3日間で、ほぼ5000kmの走行距離は疑いなく日本一の記録で
す！！

みなさんありがとうございました！
～おまけ～
来年度の妄想…
チョイノリ聖地巡礼の旅2013。一年先の予定なのでできるかどうかは全くわかりませんが
もしできたら浜松近隣のキャンプ場にチョイノリスト達で一泊野営できたらいいなと思っています。
あと、「チョイノリ・オイル交換 全国大会」を開催して オイル交換のスピードと美しさを競うのだ！
なんてね。
できたらいいですね～（＾＾）

スマートフォンで見る

この記事に

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...

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（38）

以前のコメントを読み込む
＞まめぞうさん
是非、一緒にキャンプしましょう
「チョイノリオイル交換 全国大会」に優勝候補あらわる！！
技術を磨かねば
2012/9/20(木) 午前 11:25

返信する

＞巡音ルカさん
おーー学生さんですか、うらやますい
社会人一年目はなかなか自由な休みはとれないかもしれませんね
就職活動 頑張ってください！（それとも内定済？かな）

0

- 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
・初めての方へ

開設日: 2010/12/1(水)

2012/9/20(木) 午前 11:27

返信する

＞Ｖ７０Ｒさん
その通り 次回はキャンプに必要なものを積載した状態での巡礼
という新たな挑戦なのです。
同じことしていても面白くない
よりネタになる 楽しめる 旅を目指しています
自分もキャンプ道具積むために ダイエットしなきゃです
2012/9/20(木) 午前 11:38

返信する

＞さいばばさん
これから1年かけてオイル交換の技術をみがこう
（＾＾）v
剣山までに林道機の整備もよろしくです！
2012/9/20(木) 午前 11:42

返信する

残念ながらまだ就職先は決まってません。
しかも介護屋なのでまとまった休みは取りづらい…
2012/9/20(木) 午後 0:06 [

巡音ルカ ]

返信する

はちまるさん
楽しそうな企画ですね！
来年は、なんとか自走で参加したいです（でも嫁が…
JILでした。
2012/9/20(木) 午後 0:25 [

JILL ]

返信する

＞巡音ルカさん
医療関係でしたか、社会に奉仕する素晴らしいお仕事だ
頑張ってください
お休み なんとか旅に合わせられたらいいですね
2012/9/20(木) 午後 0:30

返信する

＞ＪＩＬさん
できれば自走、無理なら積載ですかね
自分もジムニー＋チョイノリというスズ菌の勇姿を披露したいところですが
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/7190156.html
主催者が車で行ったらさびしいでしょうし、キャンプ装備満載チョイノリの自走にこだわってみます。

JIL嫁さんにはネタ的にも是非来てほしいですね～
お尻向けないように気を付けないといけませんが(笑)
2012/9/20(木) 午後 0:37

返信する

はちまるさん、アドレスは携帯の方でお願い致します。携帯のほうが!!常時連絡とれますから!!後、
番号もOK(^o^)v
2012/9/20(木) 午後 5:25 [

ライブディオ ライブ
DIO AF3…

NEC LAVIE Tab E
A…

￥6,338

￥20,669

ライブディオ ライブD
IO AF35 …

Androidアプリ対応／8
型タブレッ…

チョイ ]

返信する

＞チョイさん
携帯アドレスで連絡しておきましたよ。
メールのやり取りで電話番号交換してくださいね。
2012/9/20(木) 午後 11:22

返信する

送料無料

はちまるさん、
大発見!!自分の友達に!!スズキの会長と知り合いがいました!!チョイノリツーリングの話したら、なん
と、会長が、大歓迎!!
、次回は!!ご期待くださいね!!近い内に!!会長と、一杯行く予定です。
しっかり、ゴマすっておきます。
2012/10/13(土) 午前 1:08 [

チョイ ]

返信する

な、な、な、なんと～～！それはスゴイ！
2012/10/13(土) 午前 1:19

Android6.0 10イン
チタ…

ポイント3倍 ブレン
ボ ブレーキパ…

￥11,600

￥17,496

カラー:ホワイト＜br
＞OS：Andr…
(8件)

メーカー取り寄せ品と
なります。＜br＞…
送料無料

よしもとブログランキング

返信する

これは凄い情報が・・・
来年を期待してチョイノリの整備に励みます（＾＾）
2012/10/13(土) 午前 1:32

返信する

＞チョイさん
あらあらそんなことってあるんですか！？愛知ってすごいですね。
ってかスズキの会長って
「友達の知り合いで一緒に飲みに行ける」ような垣根のない御方だったのがオドロキ
もっと雲の上の人なイメージでしたよ～。

もっと見る

飲み会、楽しんできてください！
「1cc＝1万円、国産」のこだわりはすごい

1

2

ここに集うチョイノリストはみんな会長に感謝しているとお伝えください
（＾＾）

3

2012/10/13(土) 午前 8:16
Love Me Do

オール巨人

小川菜摘

オフィシャル
R-1ぐらんぷり
R-1GPスタッフ

海のあるLife Style
岩上謙介

もっと見る

返信する

＞ＫＳＫ＠ばすさん
ビックリですね、スズキ公式ブログになる日も近い…
なんてね～
2012/10/13(土) 午前 8:18

返信する

＞まめぞうさん
日本の歴史的偉人ですから恐れ多いですね
チョイノリ教では神のまた神。我々の存在を知っていただけるだけでもありがたや～
チョイノリ愛が深まります（＾＾）
2012/10/13(土) 午前 8:27

返信する

はちまるさん!!今まで行って来たブログやイベントのプリント出来れば資料が欲しいらしいです!!出
来れば送ってくれると助かります!!できるだけの事はしてみます!!
その友人は次回は市長選挙に出ます!!その関係で!!会長に近づけました♪
2012/10/13(土) 午前 11:50 [

チョイ ]

返信する

＞チョイさん
自分は会長さんにチョイノリの愛好家がいるということが伝わるだけで満足です。
あまり無理をされませんように。
2012/10/14(日) 午前 0:14

返信する

この流れが高じて
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！

ちょいぶい（cho-EV）
ちょいん（cho-Injection）
ちょいぶりっと（cho-Hybrid）

アフィリエイトブログを始めよう！
とか出たら面白いのに…（ネーミングセンス皆無…笑）
もしくはボルトオンのキットを！（お
2012/10/14(日) 午前 0:56 [

ふももも ]

返信する

＞ふもももさん
自分はチョイノリはこのままでいてほしい。

一台分のパーツをセットを出して
自分で組み立てるキットバイクとして売り出したらどうだろう
チョイゴスティーニッ！！
組み立ての人件費が削減できて40000円くらいでできないだろうか…
2012/10/14(日) 午前 2:00

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

Android6.0 10インチタブ…
￥11,600

(8件)

チョイノリ聖地巡礼の旅2012-(7)（我々が成し遂げ�...
について思ったことをコメントしてみよう

内緒
トラックバック（0）

< チョイノリ聖地巡礼の旅2012-(6)（四日市…

チョイノリ専用オイル投入 >

買い替えは東急リバブルへお任せ | 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
www.livable.co.jp
Ads by Yahoo! JAPAN

ドコモのdカードGOLD

d-card.jp

最大13,000円相当プレゼント１％以上の還元率で最大５％

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

姫路市にて土地をお探しの方必見

bho.jp/himeji/

姫路エリア最大級の土地情報をご提供新着厳選物件多数、ご案内可能
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう

