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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 ]

< 巡礼前のグッドでビックリなニュース！！

チョイノリ聖地巡礼2012 連絡掲示板
2012/9/14(金) 午後 5:06

チョイノリ聖地巡礼の旅2012-(1)(姫路→… >
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チョイノリ聖地巡礼作戦発動
とうとう明日、はちまるを含めた長距離組の出発です。
（はちまるは15日 午後12時半出発の予定）
みなさんの進行状況を他のチョイノリストに連絡する掲示板としてこの記事を作成しました
御返事できないかもしれませんが 状況を共有するため、コメント書き込みして有効利用してください。
出発前に携帯電話にブックマーク登録しておけば当日素早くアクセスできると思います。

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
チョイノリ林道走破プロジェクト

はちまる乗機
オイル交換済 空気圧調整済み ガソリン満タン
出撃準備完了。

お願い
１、チョイノリの激遅走行を自覚して交通の邪魔にならないよう注意してください、またオイル交換をされる方は現
地の床が汚れないように敷物をするなど 配慮をお願いいたします。
２、はちまると合流したチョイノリスト様には、出会えたその場で記念品をお渡しします。その時にお名前、メール
アドレスを教えていただけませんでしょうか。
これは今後のイベントのお知らせなど、チョイノリスト仲間の輪を広げるという目的で、強制ではありません。
はちまるがノートとボールペンを持参しておりますが、名刺状の自己紹介カード的なものをお持ちいただければ、
現地で書く手間が省けるかと思います。
もちろん はちまるの簡単な「自己紹介紙切れ」を皆様にお渡しいたします
以上、気を付けていただいて旅を成功させましょう！

チョイノリノ興廃、此ノ一戦ニアリ 各員一層奮励努力セヨ

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

311

748844

0

28

0

14388

0
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チョイノリとチョイノリストに栄光あれ！
決して無理はせず 安全運転で旅を楽しもう

スマートフォンで見る

この記事に

> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（140）

以前のコメントを読み込む

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...

遅ればせながら、無事朝に到着しました！（お
今回初の箱根で致命的なトラブルに見舞われましたが…（笑）
家に着いて、オイル交換して、パソコンを起動したところで寝落ちしました
皆さん無事帰宅という事で安心しました
いっぱいのちょいのりと皆さんにお会いできて楽しかったです
走行距離は710.4kmでした
2012/9/17(月) 午後 7:41 [

ふももも ]

返信する

遅いお返事にて失礼します。
ちょいのり君
三河方面隊入隊大歓迎ですヨ。
とはいってもゆる～くミニツーするだけですけどね。

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)

さいばばさん
怪我を負っての激走お疲れ様でした。
おせんべい有難う。おいしくいただきます。
三河組の走行距離です。
オド無しの方の走行距離はグーグル地図でトレースして
大体の距離を出してみました。
ハッチさん ６７．７キロ （オド無）
ｍｔｓｔさん １１０．２キロ（オド無）
あきさん ７８．３キロ
ぱぶちゃん奥さん ８９．３キロ
カワイイエリチャン ８９．３キロ（オド無）
メキシカンオレンジ １０３．７キロ
2012/9/17(月) 午後 10:20 [

メキシカンオレンジ ]

返信する

はちまるさん無事帰宅お疲れ様でした。
メキシカンオレンジさんフォロー感謝です。
ところでmixiニュース見たんですが、姫路の原付きナンバーはその可愛いの一択だったんですね。
2012/9/17(月) 午後 10:56 [

ハッチ ]

返信する

＞だいさん
三河方面隊の皆様には道案内などお世話になりありがとうございました。
愛知県勢の多さは圧巻
また企画する折にはいろいろお願いすることがあるかもしれませんが
よろしくお願いします
2012/9/18(火) 午前 10:09

返信する

＞Ｋ原さん
当日は撮影班として大活躍していただきありがとうございました
チョイノリに乗ってチョイノリの走行写真を撮るのは至難の業
（ほぼ全員がフルスロットルの必死のパッチのため＾＾）
Ｋ原さんがカブで参加していただいたおかげで撮れた貴重な動画です
ありがとうございました！！
2012/9/18(火) 午前 10:23

返信する

＞ふもももさん
無事帰着されていたようで安心しました
箱根でのトラブルの詳細、また教えてください
リョウキチが ふもももさんとさいばばさんと関東組で協力しながら難所越えたことが楽しかったらし
くタイソウ喜んでおりました
関東方面隊も今後熱く盛り上がりそうですね！！
2012/9/18(火) 午前 10:34

倉敷由加温泉ホテル
⼭桃花

ザ・シロヤマテラス
津⼭別邸

12,500円〜

6,480円〜

倉敷より南へ30分静寂
な⼭懐に建つ温泉…

【2019年2⽉開業】別
邸に集う〜鶴⼭…

(38件)

(2件)

返信する

＞メキシカンオレンジさん
走行距離連絡ありがとうございます
これで全員の合計が出ました
みんなでつくりだしたチョイノリ伝説
全員合わせて○○○○km 近日公開！
2012/9/18(火) 午前 10:41

返信する

＞ハッチさん
姫路ご当地ナンバー「しろまる姫」は
他の選択肢がなく、全員が「しろまる姫」ナンバーだったのですが
このたびとうとう苦情が出てノーマルナンバーの選択肢も用意されるようです
ヤフーニュースでも記事が出てましたよ
2012/9/18(火) 午前 11:07

季譜の⾥

⼤阪から2時間の気楽
に泊まれるお宿です…

15,120円〜

(40件)

鷲⽻ハイランドホテ
ル

瀬⼾内海と瀬⼾⼤橋を
お部屋から眺める事…

11,340円〜

(100件)

リョウキチさん連絡です。
私の１０月、１１月の予定ですが、１０月は
６日、１３は午後から、２０日の週末は空いています。１１月は、３日、４日、１０日以外は空いていま
す。よろしくお願いします。
2012/9/18(火) 午後 0:09 [

もっと見る

さいばば ]

返信する

はちまるさん、今回はいろいろとお世話になりました。エンジン不調の原因が判明!!二次エァー吸い
込みあり、スロットルワイヤーの付け根のゴムカバーが劣化によるひび割れ!!パーツがなさそうな
のでシリコンコーキングでめどめをしました。それで、回転が上がり始めました。後はカムが問題な
しと思われたが、タペット調整したら判明!!排気側のカムが若干減っていました。これも交換しま
す。カムは部品待ち、前回カム交換していろいろ部品変えたりして、テスト走行して酷使したのでそ
れも影響してますね、これでやれやれです。
2012/9/18(火) 午後 0:21 [

よしもとブログランキング

返信する

ちょいのり君です ]

返信する

＞チョイさん（チョイノリ君ですさん）
二次エアでしたか、高回転での不調は吸気陰圧増大時の空燃比異常だったわけですね。

1

2

Love Me Do

オール巨人

なるなるほどほど。

3

小川菜摘

オフィシャル
淀川 寛平マラソン
淀川 寛平マラソン

海のあるLife Style
岩上謙介

もっと見る

カムですが、目視で段差がつかない程度の減りであればまず問題ないと思います
二次エア対策とタペット調整で速度45km/hが出るようなら、しばらく様子見でもいいかもしれませ
んね。
2012/9/18(火) 午後 1:51

返信する

有難うございます。カムは予備としてストックしておきます。普段は35!キロまでしか出さないので問
題なしですね!!娘も原チャリの免許を取らせますので、もう一台チョイノリ探さないとね!!後、youtube
でも早速出てましたね!?
2012/9/18(火) 午後 2:20 [

ちょいのり君です ]

返信する

＞チョイさん
you tubeの動画はK原さん（カブで来られていた方です）に撮影してもらったものです
色とりどりのチョイノリの集団はほのぼのしていていいですね！
2012/9/18(火) 午後 3:18

返信する

はちまるさん、いつかは、チョイノリリレー日本一周の旅!!何てやってみたいですね!!各地方のチョイ
ノリストたちでリレー形式で日本一周する旅!!面白いですね!!昨夜寝ながら思い付いた!!
2012/9/18(火) 午後 3:37 [

ちょいのり君です ]

返信する

＞チョイさん
それはかなり壮大な計画ですね～
かなりの人数のチョイノリストと知り合いにならなければ実現できなさそう…
でも姫路から渡したバトンが日本全国のチョイノリストの手を介してぐるっと一周して手元に帰って
きたら
かんどうするだろうな～
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！

2012/9/18(火) 午後 6:18

返信する

ｗｗｗｗ
あかん＞＜；
その計画聞くだけで涙がでた＾＾；
いいね☆いいね☆
2012/9/18(火) 午後 7:38 [

黙れ糞坊主 ]

返信する

＞リョウキチ
チョイノリ リレー計画
アポロ計画なみの無謀かつ壮大な計画だね～

2012/9/18(火) 午後 7:58

返信する

無謀かも知れませんね!!しかし、バトンかタスキでリレーして日本中のチョイノリストの名前かニック
ネームが刻まれて帰って来たら最高ですね!!
いつかはやりたいね!!
2012/9/18(火) 午後 8:38 [

ちょいのり君です ]

返信する

僕は関東全域カバーできます。
ただし基本土日のみの可動ですので端から端となると１４日欲しいかもです＾＾；
2012/9/18(火) 午後 8:55 [

黙れ糞坊主 ]

返信する

期限は無期限ですね!!仕事もあるしね!!いつかは帰って来ると信じてやりたいね!!
関東カバー凄いね!!聖地巡礼の時も関西、愛知県、静岡、関東、北陸は出来ますね!!
2012/9/18(火) 午後 9:13 [

ちょいのり君です ]

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

チョイノリ聖地巡礼2012 連絡掲示板
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）

< 巡礼前のグッドでビックリなニュース！！

チョイノリ聖地巡礼の旅2012-(1)(姫路→… >

なにも知らずにFX投資は危険 | これを知ればあなたは損せずに稼げる！今ならFXの
裏ワザを無料プレゼント
tftm.net
Ads by Yahoo! JAPAN

姫路市で不動産売却をお考えなら

www.questhome.co.jp

「株式会社クエストホーム」へ地域密着でお客様をサポートします

建築・エネルギーの情報サイト

www.ntt-f.co.jp

社会潮流や業界動向、特集記事、事例などNTTファシリティーズジャーナル

株で得る！

one-linetrade.com

