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記事検索

こんにちは、hachimaru93さん マイページ ▼ マイブログ ▼

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 ]

< 聖地巡礼作戦始動 リョウキチ出発！

巡礼前のグッドでビックリなニュース！！
2012/9/12(水) 午後 6:32

チョイノリ聖地巡礼2012 連絡掲示板 >
クリップ追加

修正

プロローグ その他

削除

移動

オートバイ

0
聖地巡礼旅まで4日になりました 皆さん準備は整っていますか？
みなさんのブログでも長距離走行準備の記事が載り、楽しく拝見させていただいています。
その中の「だーいし」さんのブログにて、長距離走行を行うホワイトチョイノリの整備記事の中に部品取り用トイブ
ルーチョイノリの画像が…
トイブルーといえばチョイノリK5のカラーで希少カラーではないか。。。
参加者のカラーを見るとトイブルーだけが足りない。トイブルーに変更してもらったら全色コンプリートかもっ…
なんて興奮したのもつかの間、
よく見てみると「だーいし」さんがホワイト→トイブルーに変更すると、今度はホワイトがいなくなる…
ありゃりゃ うまくいかないもんだ

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

（ウチのオレンジ林道2号）
なんて思っていたら、
「だーいし」さんのブログ内で、いつの間にかメキシカンオレンジさんとのやり取りがあり
http://blogs.yahoo.co.jp/karakuti_dry_001/37497369.html
な な なんと
メキシカンオレンジさん ベージュ→ホワイト
だーいしさん
ホワイト→トイブルー
お二人とも！
巡礼間際のこの時期に！
面倒くさい外装交換をしてくれて！

全色コンプリートできそうです～
すっげーーーー
お二方 スペシャルサンキュー ベリー マッチョ
（ノーマルチョイノリの全色です SS含まず）

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

カラーを紹介しときましょう
ネーブルオレンジ
キディイエロー
アイスブルー
オールディッシュベージュ

さいばばさん
チョイノリ君
はちまる
リョウキチ

ＫＳＫ＠ばすさん 可愛いエリちゃん

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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ソリッドブラック
ソリッドスペシャルホワイト
オーキッドピンク
ブルームイエロー
トイブルー
オフホワイト
ライトグリーン

こうきちさん mtstさん ハッチさん
メキシカンオレンジさん
あきさん
JILさん
だーいしさん
ぱぶちゃん奥さん
だいさん

チョイノリの歴史に残る偉業
全11色 コンプリート大作戦
ばんざーーい

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...

（はちまる巡礼参加機 アイスブルーチョイノリ）
オレンジとブラック以外はすべて一台ずつ
誰かが脱落すれば完成しないチョイノリ戦隊

みんなっ 何としても聖地に来てくれ！！

- 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

コメント（28）

以前のコメントを読み込む
すべて表示

・初めての方へ

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ

すべて表示

- 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

週末、チョイノリ何も知らない僕が同行させて頂いてもいいのでしょうか・・・＾＾；
でも楽しみですので是非ご一緒させて下さい。
よろしくお願い致します＾＾
ＳＵＺＵＫＩ博物館楽しみやなぁ＾＾
2012/9/12(水) 午後 11:02 [

黙れ糞坊主 ]

返信する

はじめましてこんばんは(*^^*)
千葉のチョイノリビギナーです。
巡礼楽しみにしてますね～
2012/9/12(水) 午後 11:09 [

開設日: 2010/12/1(水)

ke-suke ]

返信する

すごいです！
そのままＫ原さんの参加されるカブイベントに乱入しませんか？（笑）
ＳＳは全６種、フレームカラーとセル有無を除外して色だけで３種
少ないですが現存していて聖地まで行ける個体は無いかも…（遠い目）
今回はV70Rさんがいらっしゃるので自分は脱落しても大丈夫～♪
2012/9/13(木) 午前 0:28 [

ふももも ]

返信する

今日オイル交換して全ての準備が完了しました
チョイノリ戦隊盛り上がってますね
ＳＳも全て揃えたいですが、ＳＳは絶滅危惧種で存在自体貴重なんで無理でしょうね…
2012/9/13(木) 午前 1:50 [

V70R ]

返信する

そうそう、ドレンワッシャーが見当たりませんでした（汗）
いつからだったんでしょうか？(笑)

0

漏れはなさそうなんで、今回はこのままで、帰ってオイル交換する時にボルトと一緒に交換しようと
思います
大丈夫ですよね？(笑)
2012/9/13(木) 午前 2:19 [

かんたんホームページ作成ならグ
ーペ
カフェ、サロン、保育園、ビジネス、 マッ
サージ、レストランなど82,000⼈…
グーペ

詳しくはこちら

V70R ]

返信する

前色揃うなんてすごいことですね。
昨日ガソリン入れに行こうと思ったら、キャブからガソリンがだだ漏れしました。ドレンボルトはしっ
かり閉めてあるのに謎です。時間もないので、別のキャブに載せ換えし、エンジンはかかるのです
がそのキャブも無整備なので不安は残ります。
来年は、SSを整備して参加しようと思います！
2012/9/13(木) 午前 10:04 [

さいばば ]

返信する

＞糞坊主 リョウキチ
リョウキチは
チョイノリ！ ベージュ！！
って言うて決めポーズをとるように
チョイノリで剣山制覇した猛者だから
もう立派なチョイノリストやで
2012/9/13(木) 午前 10:28

返信する

＞けいすけさん
はじめまして、チョイノリ仲間が増えてうれしいです
チョイノリは国内最低スペックのヘナチョコバイクですが
このブログは そこがいい！と思う人々の集まりです
整備、ツーリングを楽しんでくださいね！

たった１問のアンケートに答えてもら
える！
40-60代の頑張るあなたに、しじみの濃いエ
キス。頑張るあなたに試してほしい…
⾃然⾷研

詳しくはこちら
Yahoo! JAPAN広告

よしもとブログランキング

もっと見る

2012/9/13(木) 午前 10:30

返信する

＞ふもももさん
ＳＳは販売台数も少なかったのでしょうね
あまり見ることがありません
たまにZOOMERをみたときに あっ とおもいますがチョイノリちゃうやん…
いずれSSも全色そろいたいですね
2012/9/13(木) 午前 10:32
＞Ｖ７０Ｒさん
ＳＳは絶滅危惧種…
まさにその通りですね

返信する

1

2

Love Me Do

オール巨人

チョイノリは調子悪くなった時に金かけてでも直そうって人が少ないから
これからどんどん生残率が減っていくでしょう
このブログが そんな絶滅危惧種の保護区の役割ができれば幸いです

3

小川菜摘

オフィシャル

もっと見る

チーム森田の“天気で斬る！”
チーム森田

市川猿三郎 二輪草紙

2012/9/13(木) 午前 10:36

返信する

＞Ｖ７０Ｒさん
実は自分のチョイノリも、購入時にドレンボルトワッシャがなかった車両がありました
前オーナーが付け忘れた？？のかと思いますが
それでもオイル漏れなく走っていましたので大丈夫だと思います
ただ、今後オイル交換の際に締め付けトルクがダイレクトにメネジにかかるので
ねじ山破損のリスクが上がるように思います
次回、オイル交換時にワッシャを挿入される方がよいと思いますよ

二代目市川猿三郎

2012/9/13(木) 午前 10:38

返信する

＞さいばばさん
ドレンボルトが締め付けられているのに、ドレンチューブからガソリン漏れてくる場合はオーバーフ
ローですね
http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/3895264.html
長期保管でキャブにごみが詰まっているのでしょう
洗浄でよくなると思いますよ
（＾＾）
次回はSSですか
白のSSはいないのでうれしいです
2012/9/13(木) 午前 10:42

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！

返信する

返信どうもです。
最低スペックが魅力のひとつですよね
このぶろぐ見て思いました！
あと好きなひとが以外に多い…
楽しいですよね
今日鍵を作ったので初火入れも近いですが楽しみと不安がいっぱいなバイクです。
2012/9/13(木) 午後 5:25 [

ke-suke ]

返信する

＞けいすけさん
その低性能に閉口して他車エンジンを載せちゃったり、チョイノリを売却して他車へ乗り換えたり
脱落される方が多いことも事実です

チョイノリののんびりとした走行感がけいすけさんに合えばいいですね
2012/9/14(金) 午前 9:04

返信する

あうー。準備完了しました～
山越えあるので朝7時に出発予定です！
2012/9/15(土) 午前 0:38

返信する

今日、ハイスピードプーリーが来ました。早速取り付けました。加速は鈍くなりましたが、30キロ走
行では更にエンジンの回転が低くなりました。燃費重視セッティングです。最高速は47キロ位でし
た(;o;)上出来ですね!!ちなみにハイスピードプーリーは2450円でてに入りました!!ウェイトローラーは
7gX6で42グラムですね、明日に備えてオイル交換して整備終了
ウェイトローラーはセッティングがかなりシビア見たいですね。今回はこの辺で行きたいと思いま
す!!キディイエローのチョイノリで明日皆さんに会える事を期待してます。
2012/9/15(土) 午前 11:13 [

ちょいのり君です ]

返信する

＞ＫＳＫ＠ばすさん
今頃山の中でしょうか
難所がんばってください！
自分は12時半出発します
2012/9/15(土) 午前 11:38

返信する

＞チョイノリ君ですさん
ハイスピードプーリーも入って、準備万端ですね
明日、お会いしましょう！
2012/9/15(土) 午前 11:39

返信する

今年もこのような奇跡が起きるのでしょうか？(￣∀￣)
2014/8/12(火) 午後 1:04 [

ﾑ-ﾐﾝ ]

返信する

希少色のオフホワイトがネックです
ＳＳ全色も含めた制覇は
まだまだ未達成記録ですね??
2014/8/12(火) 午後 1:27

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

