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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 ]
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チョイノリ教-wikipedia

クリップ追加

2014/3/29(土) 午前 9:54

修正

プロローグ その他

削除

移動

オートバイ
3

チョイノリ教
チョイノリ教（ちょいのり・きょう）は日本の宗教。
日本の民間信仰である神道における八百万の神（やおろずのかみ）、その一柱と考えられるチョイノリ神
（ちょいのりしん）を信仰する多神教。
チョイノリ神が「預言者はちまる」を通じて下したとされる御言葉を纏めたブログ記事を経典とし、信者自
身の保有するチョイノリの整備と運用を通して世界平和を祈ることを目的とする。

創始者と発祥時期
スズキ・チョイノリは2003年に発売が開始されているが、預言者はちまるが夢の中でチョイノリ神から啓
示を受け、聖典（ブログ記事）の記載を開始したのが2011年11月であり、この時点が発祥日と考えられ
る

はちまる
男性 / 非公開
人気度

信者

ブログ記事に積極的にコメントを書き込む者や後述
する聖地巡礼を実現する者、自らのブログを作成す
るにいたる者まで信仰の程度はさまざまながら、こう
いった目に見える信者は日本国内に数十人いると考
えられている。
それとは別に、書き込みなどはせずにブログを経典
としてチョイノリ維持・整備に勤しむ、いわゆる表面上
確認できない在宅信者を含めるとさらに数は多いと
考えられる。
入信に手続きがあるわけではなく、名簿がわるわけ
でもない。信者は自由に入信し、棄教できるため正
確な信者数は不明である。
信仰心が行き過ぎたためにチョイノリを複数台保有するに至る者は狂信者とも呼ばれるが、特に一般社
会への実害はない。

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(743)
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

信仰方法
毎日のチョイノリ整備がチョイノリ神への祈りと考えられているが、他にもブログへの書き込みの数だけ
経典を唱えるのと同じ功徳があるとされている。

聖地巡礼
チョイノリ教の聖地はチョイノリが開発・生産された浜松市
のスズキ本社であり、その脇に立つ歴史館内部の展示チ
ョイノリが御神体とされる。
チョイノリによる自走をもって聖地に赴き、御神体に祈りを
ささげることが一般的な巡礼のスタイルであり、修行であ
る。巡礼地までの距離が遠いほど功徳があると考えられ
ているが、直線距離ではなく各地へ寄り道しつつ距離を
稼いでもよいらしい。
→礼拝の様子

チョイノリ神
日本神道の八百万の神々のうちの一柱という立場であ
り、一神教のような絶対神という存在ではない。

歴史館の展示体にみられるように偶像崇拝されており、
信者からは尊重されているものの、無造作にべたべたと
触られたり、コックをいじられたりと扱いはあまり良くな
く、神というよりは友人のような感覚をもたれている。
そのためかチョイノリ神からの御言葉も「よぅきたな～
気ぃつけて帰りやー」などと、かなりフランクな口調で語
られており、八百万の神のうち最も人間と近く親しみのあ
る一柱である。
ちなみにチョイノリ神からもたらされる御利益も「ツーリン
グ当日に晴れる」程度であり大したものではない。

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

301

748834

0

28

0

14389

0

2

天国と地獄

スマートフォンで見る

チョイノリ教信者は死後、チョイノリ神のもとでビールを飲みながら永遠に楽しい整備を続ける天国へ行く
と信じられている。（焼酎でも可）。
反対に、チョイノリの整備を怠り、ホコリだらけの不動車のまま放置するような不信心者は、いくらケツが
破壊されようともチョイノリに乗り続けなくてはならないという無限ケツ殺し地獄へ落とされる。
（＾∀＾）
…もちろん冗談だ。

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（24）

以前のコメントを読み込む
ふぅ、今のところ複数台所持はしてませんが。
あっ、エンジンが二つ目( ﾟ∀ﾟ)･∵. ｸﾞﾊｯ!!
整備の修行を進め、聖地巡礼を目指しますぅ
2014/3/29(土) 午後 1:28

返信する

3

- 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...

2014/3/29(土) 午後 2:51 [

すべて表示

2014/3/29(土) 午後 6:04 [

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...

初年度巡礼から早三年。
信者増えて嬉しいです!(^^)!

さいばば ]

返信する

やっぱり狂信者だったんですね(^^;;
台数減らそうかな～(^^;;

choisanta ]

返信する

局地駆逐艦「武豊」は更なるローギヤ化して、タイヤはGP110、
マフラーも後方排気にして、エンジンガードは何で作ろうかなぁ？

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)

なんて考えている昨今･･･
チョイノリ教実行犯への道、すでに洗脳されているようです･･･orz
2014/3/29(土) 午後 7:28 [

らくだ少佐 ]

返信する

ワタクシも、隠れ信者ですねー。(笑)
最近、金カム投入以降一年ぶりにチョイノリをメンテしてみたり愛が足りませかね～？f(^^;
2014/3/29(土) 午後 8:21 [

ギター侍 ]

返信する

狂信者じゃなかった…ほっ
皆さん無限ケツ殺し地獄は自ら落ちてますよね？（笑）
2014/3/29(土) 午後 9:58 [

ふももも ]

返信する

＞まつきちさん
次回の巡礼では一緒に御神体に礼拝しましょう(笑)
2014/3/31(月) 午前 7:53

返信する

>choisantaさん
台数から考えて狂信者の上をいく宗教指導者チョイサンタ師ですな。
2014/3/31(月) 午前 7:54

返信する

>少佐
まさにチョイノリ教原理主義者へ洗脳まっしぐら。。
剣山に立つ日は2014か2015か！？

2014/3/31(月) 午前 7:55

返信する

＞guitersamuraiさん
信心が足りませんな～
しっかり整備して復帰させてあげてください（＾＾）
2014/3/31(月) 午前 8:04

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

>ふもももさん
無限ケツ殺し地獄をも楽しめるヘンタイチョイノリストは
結構います(笑)
2014/3/31(月) 午前 8:04

返信する

＞さいばばさん
どんどん広がっていってほしいものです
関東方面隊でもチョイノリイベントやっちゃってください（＾＾）
2014/3/31(月) 午前 8:07

返信する

妙に納得してよんじゃいました！
エンジンかけて家の前走るだけしかしてなかったので
たたられないように整備しなければ！
（排気漏れでどんどんうるさくなってくる～）
2014/3/31(月) 午前 11:23 [

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〜

ebi ]

返信する

>ebiさん
無限ケツ殺し地獄に落ちないよう、手をかけてあげてください。
逆にのめり込んで狂信者にならないように（＾＾）
2014/3/31(月) 午前 11:27

返信する

ははぁー！！教祖様ぁ！
(100件)

仰せの通りに、精進致しますぅぅ！！m(__)m(笑)
2014/3/31(月) 午後 4:01 [

よしもとブログランキング

もっと見る

ギター侍 ]

返信する

＞ギター侍さん
いつか聖地で礼拝を御一緒できたらいいですね
チョイノリ神のありがたい御言葉を聞きに行きましょう(笑)
2014/3/31(月) 午後 4:08

返信する

1

2

ありがとうございますぅ～！！(>_<)

3

今年こそは、万全にして行きたいと思っておりますぅ！！
Love Me Do

オール巨人

小川菜摘

オフィシャル

もっと見る

海のあるLife Style

2014/3/31(月) 午後 8:24 [

NICUサポートプロジェクトチーム

返信する

私は、ひっそりと修行中だよ
|дﾟ)
2015/8/5(水) 午後 11:37 [

岩上謙介

がんばれ 小さき生命（いのち）たちよ

ギター侍 ]
-]

返信する

＞obataさん
ここでいう在宅信者さんですね。
とうとう巡礼デビュー。
無事にたどり着いてください！
2015/8/6(木) 午前 8:01

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

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
トラックバック（0）
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トータルリペア『成田屋』 | 最新技術を使い最高のリペアをご提供愛車が新品の頃の
ような仕上がりに
totalrepairnaritaya.com

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

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

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

トータルリペア『成田屋』

totalrepairnaritaya.com

