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< 特殊型キャブレター チョイノリの基本構造と操作②（フロント部… >
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2011/8/29(月) 午後 3:20  チョイノリの基本と初級整備  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

オークションで手に入れたK3チョイノリは、今後林道仕様に改造予定ですが、

まったくのノーマル状態に復帰させたので、

チョイノリの購入を検討されている方やチョイノリ初心者の方々のために、まったくノーマルの状態でチョイノリが

どういうバイクか、各部の操作方法、日常の簡単な点検・整備などを解説してみようと思います。

 

新規投稿・設定はこちらから行えます！
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友だち(86)

友だち一覧

 ゲストブック

すべての記事(743)

チョイノリは2003年～2007年まで、スズキで製造された50ccスクーターです。

当時、各社とも安価な海外労働力を目当てに、原付を海外生産していくことが一般的になっていましたが、

スズキはあくまで国産にこだわり、

近距離移動に必要な部分だけに機能を限定し、部品点数を減らし、製造工程を少なくする構造を追及した結果、

国産で車重39kg 59800円の安価50ccスクーターの開発に成功しました

当初は安さとデザインのかわいさから話題となりましたが、

2PS 最高速度45km/hという非力さと故障発生時に修理費が車体価格に比べて高額になってしまうことから

次第にユーザーはもとより販売店にも敬遠されるようになり

はちまるが初めて購入するときなど、バイクショップ店員にも引き止められるという有様で、現在でもネット上の情

報では「安い・遅い・壊れる」という評判が強いようです。

 

人気度

はちまる

男性 / 非公開

 

プロフィールの編集

https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/RN9LwvIjerR_FJ6_.PmTHtg-
https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/ZPPwzLo8bqrXkfHzmtds8w--
https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/fqqHjU0wcK_hIqc0qwdwwNA-
https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/8p4rb.43d7.DPFKXuZhaJyhYnwAo8F4AcOFQ
https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/b5afA1o.dqecgPcshtpnroc-
https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/5oi.9vsyc6lV4F0K0fXuxHB5lDo-
https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/YXNpkGQ5eqXeL3xBo6nYA.wXaQ--/friends
https://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/MYBLOG/guest.html
https://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/MYBLOG/yblog.html
https://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/GALLERY/show_image.html?id=5615091&no=0
https://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/GALLERY/show_image.html?id=5615091&no=1
https://www.yahoo-help.jp/app/answers/detail/p/522/a_id/45551
https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/YXNpkGQ5eqXeL3xBo6nYA.wXaQ--
https://blogs.yahoo.co.jp/PROFILE/YXNpkGQ5eqXeL3xBo6nYA.wXaQ--/edit/profile
https://ard.yahoo.co.jp/SIG=156cle50u/M=301058279.301936340.303596526.319042945/D=jp_blog/S=555021883:LREC/Y=jp/EXP=1552921416/L=STur8TE4My59.0c4W4eL3AACMTE5LgAAAAAENtRq/B=7adMAWRic14-/J=1552914216706160/SIG=14fusgggi/A=302401020/R=0/*https://freeasy.research-plus.net/lp/?lfcpid=11&utm_source=yahoo&utm_medium=banner&utm_content=banner_01&utm_campaign=premium


この記事に 1

画像一覧
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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 265 748798

ブログリンク 0 28

コメント 0 14389

トラックバック 0 2

スマートフォンで見る

車体形式　CZ41A  

エンジン　Z401型　空冷4ストローク49cc単気筒OHV　アルミめっきシリンダー

最高出力　2PS/5500rpm

乗車定員　1人

全長×全幅×全高　1500mm×620mm×975mm

燃料タンク　3L

燃費　40km/L～50km/L(カタログ上の定地燃費は76km/L)

 

今回、はちまるが購入した中古K3チョイノリです。

それでは各部を詳細にみていきましょう

 

周りの友人や、バイクショップ店員に引きとめられて、

チョイノリ購入をあきらめてしまった方々、

確かに日常定期点検や整備を必要とするバイクですが、当ブログを参考にチョイノリ維持に挑戦してみません

か？
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> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ

はじめましてanzuと申します。つい最近チョイノリを友人よりもらい受けどうしようかと思っていた

時、このブログにいきつきとりあえず復活？したと思います。以前中型に乗っていたのですが、そ

れほど知識がなくこのブログで大変助かりました。有難う御座いました。
 

ちなみに私のチョイは初期型セル付みたいです。
 

またいろいろ掲載してください。楽しみにしております。
 

福岡の46のおやじより･･･(*^^)v 

＞anzuさん
 

はじめまして！
 

「低性能」と「整備の面倒」で敬遠されてしまっているチョイノリですが
 

かわいらしいデザインといじりやすい設計を持った非常に魅力的なバイクだと思います。
 

もっとたくさんの方々に乗ってもらえるよう、整備情報を中心に記事を書いていきますので、これか

らもよろしくお願いします（＾＾）
 

日本全国、津々浦々のチョイノリストがこのブログを閲覧してくれています。
 

九州は福岡の仲間も増えてうれしいです！！ 

はちまるさん
 

ご返事有難う御座います。
 

一度全部ばらして簡単なのですがフレーム・ホイル塗装をしくみ上げました。もらった時は走るの

かな･･･と？なんとか生き返ったみたいです。エンジンは触れないのですがキャブはブログ参考に

オーバーホールしたので少し調子がいい感じです。パーツ等はスズキのお店に行けばまだ在庫は

有るのでしょうか･･･とてもかわいくて気に入ってます。これからも宜しくお願い致します。 

＞anzuさん
 

フレーム単体まで分解して再度組み上げるほどの整備能力があれば
 

エンジン整備もできると思いますよ（＾＾）
 

自分もチョイノリのデザインにハマっていて、長く乗ろうと思ってます
 

 

チョイノリは2007年に生産中止されました
 

自分の注文したパーツの範囲では、2011年8月現在、パーツの欠品はまだないようです
 

いつかパーツが手に入らなくなる時がくるかもしれませんが、
 

 コメント（12）

2011/8/30(火) 午後 6:56 [ anzu ] 返信する

2011/8/30(火) 午後 7:35  返信する

2011/8/30(火) 午後 7:56 [ anzu ] 返信する
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スマートフォン版Yahoo!ブログにアクセス！
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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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中古パーツの出品は多いですし、台湾ではまだ新車販売されていますし、
 

当分の間は何とかなるように思いますよ（＾＾） 

はちまるさん
 

こんばんは･･･anzuです。
 

ちょっとお尋ねなのですが？この間WR交換とバルブクリアランス調整を見よう見まねでやってみた

のですが･･エンジンは調子よくまわり、速度も40ｋくらいまでいくようになったのですが、たまにエン

ジンより“カン”と言うような音がするのですが、何か心当たり･･･は御座いますか。もし宜しければ

ご返答頂ければ嬉しいのですが。(*^^)v
 

後、フロント スプロケットを12Ｔに変えたくらいですかね。
 

今のところだいたいリッター45～48前後走っています。笑
 

宜しくお願い致します。 

＞anzuさん
 

チョイノリ整備を楽しんでおられるようで嬉しいです（＾＾）
 

異音についてですが、エンジンや駆動系に異常がある場合は規則的な反復音、カチカチカチとか

カンカンカンという音がすることが多いと思います。
 

 

｛たまに単発で「カン」と音がする｝ということですが
 

心当たりとしては、エンジンが温まっている最中や、冷えていく過程で素材の違うパーツの接触部

で膨張率の違いからひずみが出て音がするということがあるかもしれません
 

 

燃費はチョイノリとして良い方だと思われますし、速度も40km/h出ているようでしたら、整備が必要

な致命的な問題はなさそう
 

整備後のボルト締め付けが馴染むまで経過を見られたらいいかと思いますが
 

何かほかの症状がないか、もしくはこういう時に決まって音がするなどの情報がありましたら追加

でご相談ください
 

 

当方も非プロの素人整備人なので明確な回答ができずすみません。原因がわかりましたら後学の

ためにコメントくださいね 

はちまるさん
 

 

お返事有難う御座いました。
 

ぼちぼちですがチョイにハマっていっています。
 

 

2011/8/30(火) 午後 8:54  返信する

2011/9/13(火) 午後 6:58 [ anzu ] 返信する

2011/9/14(水) 午前 11:49  返信する

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 :  20 10 /1 2/ 1( 水) 
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少し観察してみます。ただスピードが30キロ超えるあたりで"カン"って言う感じです。不規則ですが

走行中に音がします。
 

とりあえず大丈夫と言うことにしておきます。
 

 

またいろいろお尋ねするかもしれませんが、宜しくお願い致します。 

＞anzuさん
 

ある一定速度に達した時の異音でしたら、
 

3つのWRのうち1個の動きが渋くて、二個のWRでプーリーが押し出されているところに、ある回転

数で残りの一個が急に動いてプーリーの外側にぶち当たっている、という可能性も考えられます。
 

 

WRの周囲にグリスを塗ってみると改善するかもしれません。
 

また、プーリーとランプレートの動きを制限するような傷・欠けはないでしょうか？プーリーがスムー

ズに押し出されるのを阻害する因子がないかどうかのチェックです。
 

 

他には、チェーンが古く固着箇所があって、ある速度でチェーンが張ってグンッと伸びることで音が

する？
 

チェーンに固着箇所はないでしょうか？あればチェーンオイル補給ですが、チョイノリのチェーンは

伸びるのが早い印象ですので、新品に換えたほうがよいように思います。値段も1000円と激安で

すよ。 

はちまるさん
 

 

いろいろ有難う御座います。
 

 

WRは7.5グラムを6個に変えてみました。
 

どこかのブログを参考にして(編摩耗していたので)グリスも塗ったのですが･･･その時プーリーのス

トッパーも取り除きました。(*^^)v
 

 

とりあえず少し様子を見てみます。
 

一度エンジンばらした方がいいのかな？特殊工具もないのでのんびりやっていこうと思います。
 

 

これからもご指導宜しくお願い致します。
 

 

anzuでした。 

2011/9/15(木) 午前 9:04 [ anzu ] 返信する

2011/9/15(木) 午前 11:18  返信する

2011/9/15(木) 午後 6:26 [ anzu ] 返信する

もっと見るよしもとブログランキング

倉敷由加温泉ホテル
⼭桃花
倉敷より南へ30分静寂
な⼭懐に建つ温泉…
12,500円〜

 (38件)

ザ・シロヤマテラス
津⼭別邸
【2019年2⽉開業】別
邸に集う〜鶴⼭…
6,480円〜

 (2件)

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)

湯郷温泉 やさしさの
宿 ⽵亭
⽵林に囲まれた露天⾵
呂が⼈気のお宿。普…
5,000円〜

 (38件)
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＞anzuさん
 

指導だなんてとんでもない
 

ズバッと原因を言い当てられずすみません（≧д≦）
 

のんびりと整備を楽しんでくださいね 

はじめまして。安～～い中古原付を探して、見つけたのがチョイノリでした。今まで乗ったことのあ

る原チャとは違う点が多くて困っていましたが、はちまるさんのブログはとても参考になります（＾＾）

これからも宜しくお願いいたします。 

＞カズさん
 

チョイノリワールドへようこそ！
 

安いのは安いのですが、性能がヘボいので使用に耐えるか心配です
 

最高速度45km/h程度ののんびりバイクなので 
 

まあこんなものか と大きな気持ちで乗ったてくださいね（＾＾）
 

 

チョイノリ仲間がまた増えてうれしいです
 

こちらこそよろしくお願いします 

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。

 
内緒

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

< 特殊型キャブレター チョイノリの基本構造と操作②（フロント部… >

ドコモのdカードGOLD d-card.jp

2011/9/15(木) 午後 9:25  返信する

2012/3/22(木) 午後 7:43 [ カズ ] 返信する

2012/3/23(金) 午前 10:17  返信する
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もっと見るオフィシャル

R-1ぐらんぷり

R-1GPスタッフ

がんばれ　小さき生命（いのち）たちよ

NICUサポートプロジェクトチーム

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！

Ads by Yahoo! JAPAN

ドコモのdカードGOLD | dカードGOLDご入会＆ご利用で最大13,000円相当プレゼント
d-card.jp

Love Me Do オール巨人 小川菜摘
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