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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 ]

< 鉄製エンジンガード板作成。

エンジンガード 板金補修 >

戦車…じゃなくて洗車

クリップ追加

2013/6/20(木) 午前 11:52

修正

チョイノリの基本と初級整備

削除

移動

オートバイ
3

バイク整備の基本は洗車であると…誰かが言っていたような気がする。
汚れや錆を取り除いて初めて不具合箇所の洗い出しができるという意味なんだろうが、はちまるはブログを始め
て2年半、チョイノリを洗車したことは一度もない。
特に林道機は綺麗に保つ気はなくて、泥だらけの方が悪路を走っている感がでて好きだったりするし、
適当に拭くくらいだった。
しかしながら、林道機を整備をしていると床に乾いた砂が落ちてくる。はるばる四国は剣山から持ち帰った土なの
だが、これが整備空間を汚すので、いっぺんしっかり洗ってみることにした。

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)

ホースとカーシャンプーを用意しました。
泥が落ちるので、砂利の上での作業です。

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
投票

まんべんなく水をかけて汚れを浮かせた後はカーシャンプーをしみこませたスポンジでこすり洗い。
濡らすだけで、結構きれいに見えますが、こすり洗わないと汚れは取れません。

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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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！

2019

この空間、水が入らないようにしたいですね。
雨の日に多少なりとも雨が降り込んでいるので、水が入ったとしても大丈夫だと思いますが、気分的に嫌なので
タオルでも詰めて作業しましょう。

3月
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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...
- 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

エンジンは下回りからシャワー噴射で洗浄しました。
これで終わりです。きれいになったよ。
バイクって凹凸が多いので、ブラシがあると洗いやすいと思った。
あと、フロアボードを外して洗った方がエンジン回りをきれいにできますが…
はちまるはこれで終わり。テキトーです。
エンジン回りは整備の時にウエスで拭きながら作業することできれいにしていこう。
今回は外装のみの洗浄でした～

- 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

チョイノリサイトやってます。

http://suzuki-choinori.com/
整備情報が検索しやすくなっていますので
是非ご利用ください！

・初めての方へ

この記事に

開設日: 2010/12/1(水)
> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（16）
自分も洗車回数よりも、オイル交換の頻度の方が高いです(笑)
2013/6/20(木) 午後 7:23

返信する

可愛がっていますね！！
うちのチョイノリは天然シャワーです。。。
かわいそうに；；
2013/6/20(木) 午後 7:27 [

黙れ糞坊主 ]

返信する

そういえば、僕も洗車した事ないなあ(´Д` )
マンションの駐輪場は屋根付きなんですが、端に止めてるので、雨が強い時には(´Д` )
2013/6/21(金) 午前 7:01

返信する

3

レノボ／新型Yoga B
ook C930
レノボ・ジャパン

レノボの新型＜Yoga Boo
k＞が登場！ 軽量・極薄
で持ち運び便利、かつ
デ…

2013/6/21(金) 午後 2:35

情報銀⾏の実証実験事
例を公開中！

2013/6/21(金) 午後 4:01

株式会社富⼠通総研

パーソナルデータを勝⼿
に使わせない。情報銀⾏
が⽣活者の利便性を担保
する。

格安SIMはBIGLOBE
モバイル
BIGLOBE

⾳声通話SIM3GBならBI
GLOBE。6カ⽉400円/⽉
(税別)〜通話料別…

ビレッジハウスなら⾯
倒な初期費⽤は不要！
Yahoo! 不動産

敷⾦、礼⾦、更新料、⼿
数料はすべてなし！今な
ら最⼤30,000円のキャッ
シュ…
Yahoo! JAPAN広告

よしもとブログランキング
1

フキフキ洗車しかやったことないですね。
そもそも雨天時には乗らないヘッポコなんで(^^;;
100均の、ヒダヒダがいっぱい付いたホコリ取り？を重宝して使ってます。

2

もっと見る

3

返信する

>K原さん
バイクって基本洗わないですよね。
泥がひどかったものでつい。
返信する

＞黙れ糞坊主 リョウキチ
林道走行の後は激汚れるのだよ
次洗うのはいつになるかわからんくらいにめずらしい行動
2013/6/21(金) 午後 4:03

返信する

＞まつきちさん
ウチは小屋にしまってあるので、余り汚れません
未舗装後の泥おとしですよ～
2013/6/21(金) 午後 4:04

返信する

＞koroさん
100均おそるべし
何でもありますね～
近くにないので、あまり行かないなあ
2013/6/21(金) 午後 4:05

返信する

お疲れ様です
コメント頂きまして有難う御座います
うちのへっぽこブログを見て頂いて恐縮です
私もケッタマシーンには驚きました!
関西人なのでママチャリが普通でした
2013/6/22(土) 午後 5:40 [

rx7*jw ]

返信する

＞rx7*jwさん
また 拝見させてもらいます
お互いチョイノリを楽しんでいきましょう
2013/6/25(火) 午前 9:14

返信する

実はﾁｮｲﾉﾘ洗車術をﾌﾞﾛｸﾞに書こうと思ってました(@_@)
小川菜摘

浅香あき恵

Love Me Do

オフィシャル

もっと見る

犬と猫がよろこぶ写真の撮り方
新美敬子

市川猿三郎 二輪草紙
二代目市川猿三郎

ﾈﾀが同じなので暫く期間が立ってから書き込みます♪(^w^)
2013/6/25(火) 午後 10:55 [

やっくん ]

返信する

＞やっくんさん
適当に洗ったのを書いただけなので
洗車術、是非記事にしてください
2013/6/26(水) 午前 8:12

返信する

うちのは洗車したことが一度もありません
ばらしたときについでに砂を掃除したりする位です
あとは雨の日に帰ってきて雑巾で水滴取りつつ汚れも拭きつつ…
2013/6/26(水) 午後 3:40 [

ふももも ]

返信する

＞ふもももさん
それで十分だと思います。
使い方を大きく間違っている林道機ならではの作業と思ってもらってよいかと。
なにせ整備の度にドサッと砂が拡散しますので…
2013/6/26(水) 午後 4:18

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

自分は洗車用に水入れると膨らんで伸びるホース買いました
イキナリ！膨らんで爆発！アマゾンに抗議して交換しましたが
生産国も爆発が国技の中国製でレビューも最悪ｗ
洗車もチョイが絡むと普通じゃすみませんねｗ
2013/12/6(金) 午後 9:39 [

buchi ]

返信する

＞buchiさん
中華製ホースって兵器でしたっけ？
爆発するんですね～
2013/12/7(土) 午後 0:24

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

