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はちまるの日常。（チョイノリブログ）

新規投稿
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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
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< チョイノリ金属カム 購入への道…

純正パーツの取り寄せについて
2012/10/10(水) 午後 7:22

初期型燃料コックの補修 >
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プロローグ その他

削除
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オートバイ
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チョイノリを整備していると、古くなったパーツを新品に換えなくてはならないときがよくある。
生産終了から約5年たつチョイノリだが、いまのところ純正パーツの欠品はなく
パーツリストに収載されているものは、ほとんど手に入れることができる。（2012.10.10現在）
今回は純正パーツの購入方法について書いてみよう。
注文は直接スズキ株式会社にするのではなく
パーツの取り寄せを取り扱っているお店にお願いするのだが、そのときパーツNoが必要になる。
日本の４大バイクメーカーのうち、
ヤマハとカワサキはネット上にパーツリストのを公開していて素人でも閲覧できる。
またホンダはバイク業者さん限定のパーツリスト閲覧サイトがあるようだ。
しかし、スズキはネット上のパーツリスト閲覧サービスは全くなくて
車種それぞれのパーツリストという紙媒体、これがないとパーツナンバーを調べることができない

はちまる
男性 / 非公開

http://blogs.yahoo.co.jp/hachimaru93/1880850.html
左がパーツリスト。
バイク店、もしくはオークションなどで手に入れることができる。
まずはこれを手に入れないと話は始まらない。

人気度

プロフィールの編集

チョイノリを展示、販売しているバイク店にはパーツリストが用意されていて
「メインジェットください」など、大体のパーツ名を伝えると、車体番号を確認してナンバーを調べ、発注してくれる
と思うが、2012年現在でチョイノリを店頭で販売しているバイク店が一体いくつあるだろう
そんな店が近所にあったら、かなりラッキーだと思う。

友だち(86)

発注先としては。
まずバイク用品店。

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

よく利用するのがサイクルワールドというお店。
神戸にも姫路にもあるので、自分にとってはかなりナジミの店だ。
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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！
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サイクルワールドさんは純正パーツ取り寄せも通常業務として扱ってくれているので
店にはある程度の車種のパーツリストが揃えられていて、このパーツリストとネットの力で
番号を探してくれたりする
しかし…残念ながらチョイノリのパーツリストはない！
自分で調べたパーツNoを専用の用紙に書き込むと発注してくれる。
通常 数日で商品が届いて、携帯電話に入荷連絡が来るという流れだ。
パーツの値段は純正の値段そのままで、手数料などはとられない。

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...

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

あと、姫路には南海部品もある
しかしこちらはパーツリストの準備はなく、あまり純正パーツの取り寄せには熱心ではない様子だ。
手数料かかりますか？とお聞きしたところ、
「いくらになるかわからないけど、かかると思います。バイク屋さんで取り寄せされた方がいいですよ」
なんてかなりあいまいなこと言われたので、注文したことはない。
あとは

・初めての方へ

開設日: 2010/12/1(水)

倉敷由加温泉ホテル
⼭桃花

鷲⽻ハイランドホテ
ル

12,500円〜

11,340円〜

倉敷より南へ30分静寂
な⼭懐に建つ温泉…

二輪館。
こちらはパーツNoさえわかれば取り寄せてくれます。手数料なし。

瀬⼾内海と瀬⼾⼤橋を
お部屋から眺める事…

(38件)

(100件)

バイクセブン。家から遠いので注文したことなし。
こういったバイク用品店が近くにない方はバイク販売店でも注文できます
チョイノリのパーツリストを準備していないお店でも、ナンバーさえわかれば発注してくれるところが多いです。

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〜

倉敷シーサイドホテ
ル
観光もビジネス出張
も！瀬⼾内のシーサ
イ…

4,000円〜

(6件)

(36件)

よしもとブログランキング
1

2

小川菜摘

浅香あき恵

もっと見る

3

Love Me Do

オフィシャル

もっと見る

MIWA-WALL～我が家のクライミング
ルーム
大場美和

☆飯塚雅弓のまーちゃん日和☆
飯塚雅弓

よく台湾パーツをお願いする明石サイクルさん。
お店によっては手数料を取るところがあり
はちまるは神戸のあるバイク屋さんでパーツ取り寄せしたら、すべての商品が一割増になっていたので驚いた。
正規の値段なんて、素人が知るはずもないだろうと事前に何の承諾もなくとられることが多いので、少々腹立たし
い。
1割くらいならまあいいけど、パーツ価格より高い手数料を取る悪徳業者もいるみたいなので注文時に手数料に
ついて確認しておくべきですね。
もちろん明石サイクルさんは手数料なしの良心的正規値段です。
そして、絶対行ってはいけないのが

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！

レッドバロンさん。言わずと知れた全国ネットの超大型バイク販売店。

自分のバイクデビューはレッドバロンで買ったFZR250で、その後も長い付き合いでいろいろお世話になりました
が、レッドバロンで買ったバイクのパーツしか対応してもらえず
他店購入のバイクだと絶対取り寄せしてくれないので、ここでは注文不可能です。

倉敷由加温泉ホテル⼭桃花

12,500円〜

(38件)

まあこんな感じで、自分で調べたパーツNoを伝えてお店で発注かけてもらうわけですが
注文・購入と二回店に行かなくてはならないので、
自分はもう一つの方法として、ネット上の通販を一番利用しています。
こちらは送料がかかるのだけれど、10000円以上の注文は送料がタダになるし、パソコン相手に打ち込むだけで
自宅に届くので、こちらの方が断然便利です。
はちまるは10000円超える注文はネット通販、10000円以下の時はサイクルワールドで注文しています。
皆さんはどうしているのかな？？
2012.10.12追記
ハッチさんからの情報でwebikeで純正パーツの通販があり、5000円以上の注文は送料無料になるようです。
https://www.webike.net/i/s/genuInput.jsp?flag=1&invalid=1&genu_type=mitumori
期間限定で「スズキ車パーツ5%オフ」とかやっているので
なかなかお得な感じですよ！

チョイノリサイトやってます
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

http://suzuki-choinori.com/index.html
純正パーツの検索はこちらで
http://suzuki-choinori.com/partslist.html

この記事に
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> 趣味とスポーツ > 乗り物 > オートバイ
コメント（20）
自分は家から1.4km先のちょいのりさんを買ったスズキワールドで注文
…でしたが、先月末に閉店しました（笑）
ヤマハのパーツ取り寄せでも手数料無い様でした
相談すればパーツを注文するときに付随して交換をした方がいいパーツとかも教えてもらえたので
そういう点においても正規ディーラーは強いな…と思いました
2012/10/10(水) 午後 8:27 [

ふももも ]

返信する

前々回の実習先の近くにスズキのショップがあって、そこにはオレンジのチョイノリ(型式不明)が3
台も置いてありました。
残念ながらそのショップは自宅からあまりにも遠いため行けませんが…
2012/10/10(水) 午後 8:35 [

巡音ルカ ]

返信する

自分は近所に2りんかんがあるのでそこで頼んでいますね。
手数料もありませんし、早いですから（＾＾）
そういえば横浜の小さなバイク店に新車のチョイノリがあるという情報を入手したので近日見に行
ってみます（＾＾；
2012/10/10(水) 午後 9:11

返信する

まだ注文したとこないんですが^^;
鈴鹿のMotoStepさんにちょくちょく顔を出してます。
どこから引っ張ってくるのかわからないんですが、パソにて発注できるようです。
純正ならドンとこい‼みたいな感じだったんで、近々預かりチョイ用のカムでも注文しようかと思って
ます。
2012/10/10(水) 午後 10:16 [

fast ]

返信する

＞ふもももさん
近所にスズキワールドなんてなかったので、その存在すら知りませんでした
ホンダウィングみたいなもので、バイク専門純正販売店なのですね！
ネットで調べたら兵庫県には一軒もありませんでした
大阪より西は九州しかないって…
しょっぼーー たのむでスズキさん
機会があったら茨木店でも行ってみよう
（大阪府茨木市です）
2012/10/10(水) 午後 11:20

返信する

＞巡音ルカさん
そうですか、チョイノリがまだ店頭に並んでいますか、すごいですね
ウチの近くでは店頭どころか走っているのも見かけません
絶滅認定！？
2012/10/10(水) 午後 11:21

返信する

＞まめぞうさん
二輪館はチョイノリのパーツリストを持っていたかもしれません
ずいぶん前に行ったので覚えていないのですけれど
パーツNo記録して持っていったのに、わざわざパーツリスト出してきて確認していたような記憶
が…
いずれにしても良心的でした（＾＾）
チョイノリの新車は、いまや希少価値アリ
ピカピカエンジン見てもたら「保存用」に買ってしまいそうです
2012/10/10(水) 午後 11:24

返信する

＞fastさん
その土地土地でいろんな店があるのですね
一番いいのは整備のアドバイスをしてくれるような町のバイク屋かもしれません
自分はネットで廃車寸前のボロばっかり買っているので、バイク屋さんとのつながりが薄いです。
2012/10/10(水) 午後 11:26

返信する

近く、でもないですが奇跡的にスズキワールドがありまして、
そこで買っています。
オンラインで価格がすぐわかったり在庫がわかるのでいいですよね♪
2012/10/11(木) 午前 0:50

返信する

はちまるさん、パーツ番号ありがとうございました。トップパーツごとでもいいかなって思ってます。
私はもっぱら二りんかんでパーツ番号伝えて購入しています。
2012/10/11(木) 午前 10:40 [

さいばば ]

返信する

＞ＫＳＫさん
すばらし～
スズキワールドを見たこともなかったので
是非行きたくなりました
オンラインでパーツ検索してくれるのですね
それは行ってみないと！
2012/10/11(木) 午前 11:03

返信する

＞さいばばさん
パーツが新品のきれいなものになるのはうれしいものです
自分のK3はもともとがかなりのボロだったので
ところどころピカピカ新品パーツで、ちょっと変です
2012/10/11(木) 午前 11:05

返信する

はちまるさん
文面の中に、ズキッと来ることが、(T_T)
自分は過去に部品より、手数料をめちゃくちゃとられた記憶あり！
今は、知り合いのバイク屋で頼んでます!!あのときは参りました!!
2012/10/11(木) 午後 7:09 [

チョイ ]

返信する

当地山形の田舎町では、バイク屋さん ほとんどつぶれました。従って部品だけ 買うのは、不
可能に近いです。はちまるさん 紹介のJﾌｧｸﾄﾘｰからも 一度購入しました。対応は良かったです。
はちまるさんﾌﾞﾛｸ読者のV70Rさんからも最近、奈良 モリワキ スズキ純正部品販売 紹介して頂き
ました。ありがとう ございます。その都度ほしい部品あるのですが、小額では 対応難しいと思い
予備の部品も含めて 一年一回の注文になってしまっています。それでｵｰｸｼｮﾝ徘徊して 部品一つ
でも ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰで買っています。まあ～ 何とか 部品買えるので ありがたいです。
2012/10/11(木) 午後 11:11 [

ooi ]

返信する

自分はパーツリストをオクで買って、Webikeの通販を利用しています。
五千円以上送料無料なので、まとめ買いなんですけどね。
2012/10/12(金) 午前 7:39 [

ハッチ ]

返信する

＞チョイさん
貴重な経験の報告ありがとうございました
バイク店にお任せにしてしまうときも、手数料をちゃんと確認してからということ
お互い気を付けましょう（＾＾）
2012/10/12(金) 午前 10:48

返信する

＞ooiさん
タイに行ったら純正パーツの購入も難しくなりますね
どうしても必要なものがあったら、相談してくださいね

最近はネット通販が充実していて便利になりました
2012/10/12(金) 午前 10:49

返信する

＞ハッチさん
webikeで注文できたのですね！
情報ありがとうございます
記事に加えさせてもらいますね
2012/10/12(金) 午前 10:50

返信する

私は、近所のスズキ販売店（SBS京橋ツーソン）でしたね。
そこでは専用のパーツリスト閲覧パソコンが有りましたよ。
チョイノリのパーツも載っていて画面見ながら色々と相談していました。
あとWeb系は、webikeを以前利用していたのですが、部品不良対応の悪さのため今は、PartsOnlin
e1を利用しています。
2012/10/14(日) 午前 2:06 [

にし ]

返信する

＞にしさん
情報ありがとうございます
純正パーツ屋さんって結構あったんですね
2012/10/15(月) 午前 8:11

返信する

表示名を選択 はちまる（hachimaru93）

純正パーツの取り寄せについて
について思ったことをコメントしてみよう
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< チョイノリ金属カム 購入への道…

初期型燃料コックの補修 >

毛根に直接届く | 累計400万本販売。凄すぎる育毛剤。世界が注目の成分配合。
529270.com

Ads by Yahoo! JAPAN

無料のアフィリエイト講座

afi-lab.net

ASP社員も驚く実績とノウハウ！バレずに副業するならアフィリエイト

姫路駅のカラオケ・宴会

union.owst.jp

二次会・同窓会・歓送迎会・着席200人OK

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
Ads by Yahoo! JAPAN

Yahoo!検索で調べてみよう
スズキ バイク パーツリスト閲覧
カワサキ バイク パーツリスト

連携サービス

ヤマハ バイク パーツリスト
ホンダ バイク パーツリスト 閲覧

知恵袋 ｜ textream（掲示板） ｜ ロコ ｜ 求人

FZR250 純正

