安全性、信頼性を追求すると、
最後に辿り着く場所はただ一つ。
それは“日本製 ”以外の何物でもない。
生産コストなど幾多の難題を乗り越えて、
また一つ、日本国内生産の
トライクユニットが誕生した。
○Photo by 3WHEELS MAGAZINE ○Text by Toshiyuki Sakayori（3WM）
○取材協力＜Special Thanks＞／トドロキ 049-256-9986
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正に質実剛健という言葉がピッタリのトライクユニット。シンプルな構成のメリットは、船尾性の向
上、
トライクユニットの軽量化など様々。強度、耐振動、内部ギアの精度など、日本製だからこそ
実現できた完成度が特徴。現状ではマジェスティC/フォルツァ（MF10）用をラインナップ。すで
に発売開始しているので、気になる方はご連絡を！

盛り 上がるトライク業界
一方で囁かれる不安要素
おかげさまで、本誌は無事３号目
を迎えることができた。１年に１冊
の発行。このペースを守って３年目
となり、おかげさまで不況が囁かれ
るクルマ、バイク関連の雑誌業界の
中では、ちょっとした自慢ができる
ほどの成績を残せている。その証拠
た多くのバイク雑誌が、本誌発売

に、今までは一切見向きもしなかっ
後から後追うように、少しずつトラ
イクを取り上げる記事が明らかに増
加。バイク業界では広告を集める
今度はトライク業界に侵食し始めて

のも一苦労という現状に疲れたのか、

なぜ突然こんな話しからスタート

いる、というのが本誌の見解だ。
したのかというと、
「儲かるから」と
いう理由でトライク業務を始めるの
えて商売をした結果、ユーザー離れ

は別にいいとしても、利益だけを考
を起こすという現実を迎え始めてい
ることと、非常に状況が似ているよ
うに感じたからだ。
トライク業界は、なんとなく盛り
上がっているように見える。それは
必ずまた新しい人が集まり、その賑

とても良いこと。賑わう場所には、

う意味では、日本車をコピーした中

わいがどんどん広まるから。そうい
国製の格安車両の広がりというの
は、トライク人口の底辺拡大に貢献

とで、ユーザーの不信感だけが募り、

先でユーザーをないがしろにしたこ

よっては簡単に手に届く料金設定で

もお金がかかる。そのため、車両に

リアのトライクユニットという別物に

しかし前述したように、利益優

していることは間違いない。

結果、トライクに対しての拒絶反応

はない。それを考慮した関係各社は、
しでも販売価格を安くするために、

ユーザーに満足してもらおうと、少
日本企画、海外生産などのような努

なのだ。本誌が、中国製車両の紹介
を一切しない理由は、実はそんな所

力を重ねて、できるだけリーズナブ

や悪評が広まっているのもまた事実

にある。こういう思いは、多くのト

ルに、多くのユーザーがトライクを
手に入れることができるようにと活

もらえているようで、本誌の編集趣
旨はほとんどの方に賛同してもらえ

動している。

ライク関係者の皆さんにも理解して

ている。

100%に近い信頼を得ることがで

者さんは多く、最近の傾向として強

こういう状況が危険だと感じる業

社はこぞって“メイドインジャパン”

ている。その声に応えるために、各

というユーザー心理も少しずつ増え

も、安心できるブランドを購入する

きるのであれば、多少値段が高くて

しかし、一方で前述したように、

信 頼 回 復と
先を見越した活動を

く感じるのは、
“メイドインジャパン”

量コンパクトで速いクルマ。しかも、

リカにおけるホンダ車のように、軽

したイメージを持つ。例えば、アメ

開発しているという情報が入ってき

新たに日本製のトライクユニットを

ク＆トライクショップ、トドロキが、

さて、埼玉県川越市にあるバイ

トドロキが目指 す もの

の製品を作り始めたというワケだ。

にこだわる人たちが増えてきたこと。
トライクやバイク、クルマといった乗
り物に限らず、
“メイドインジャパン”

安い。だから、ホンダ車が好きなア

行に入っていない７月頃だった。日

たのは、まだ本誌が本格的に制作進

という響きは、信頼性の高さを直結

日本 ブ

が、それでも、コストパフォーマンス

がどうしても根強い感覚もあるのだ

ランドという、舶来至上主義的意識

メリットも想像できる。それをどう

る。しかし、それをすることでのデ

と、そのメリットは容易に想像でき

本製のトライクユニットを作る理由

＞

に優れるのであれば、喜んで“メイ

その情報を入手した時に、最初に出

やってクリアしていくのだろうか？

体質的に、海外ブランド

メリカ人は圧倒的に多い。日本人の

人は多い。

ドインジャパン”の製品を購入する

日本製の素晴らしさ。それは、誰

た疑問がそれだった。
界にも浸透している。トライクとい

もが認める品質にあることは間違い

この感覚が、少しずつトライク業
う乗り物は、バイク本体に加えて、
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“トライクユニッ
ト”
の重 要 性とは？

楽しいトライクライフを
送るために必 要な

ない。例えばトライクユニットであっ
たら、“壊れない”ということ。ユニッ
ト内部のギア、ベアリング類など、
とにかく可動部分が多いため、各部
の負担も多い。その結果、ミクロレ
その精度が悪い製品は、各部にガタ

ベルでの製品精度が要求されるため、
が発生。これが原因となり、フリク
ションロス＝抵抗摩擦が大きくなる
ことで、燃費の悪化から始まり、各
部が壊れるという事態を引き起こ
す。そして、
その後にやって来るのが、
番恐いのだ。しかも、今はその思い

“ユーザーのトライク離れ”
。これが一
を不特定多数の人にぶつけるSNS
サイトやブログなどがある。本当の
理由はいざ知らず、表面だけを捉え
て「トライクは壊れる」という噂が
その反面、日本製であればこのよ

流れるのは、あっという間なのだ。

をするには、その製品開発や人件費

うな心配は無用。しかし、国内生産
の問題などが噴出。その結果、仮に
素晴らしい商品が製造できたとして
も、販売価格は高騰するという現実
が待ち構えている。そういったリス
クを少しずつ減らし、トドロキは今
回のメイドインジャパン製トライク
ユニットの発売に漕ぎ着けたことに
林さんはこう語ってくれた。

なるのだ。その理由として、代表の

古車販売店なんです。パッと見は他

「このお店は、元々はスクーターの中
にもある格安中古車販売店と同じよ
うに見えると思うんですけど、ウチ
は販売車両の品質にこだわっている

て販売するお店も多々あるが、トド
分たちがケアできない遠方からの買

また、仮に通信販売などで、自

店は日本製のトライクユニットを扱

い、具 体 的にその実例を見せても
〜一般整備を経て店頭に並べるとい

ロキでは、こうして内部の状態確認

売修理協力店を必ず作るシステムを

い手が付いた場合は、その近隣に販

いう事を実感した。だからこそ、同

らった。そこには、外装を全て外さ
う作業を行っている。

だけに手を入れ“カスタム車”とし

れ、フレームが剥き出しの状態になっ
「正直言うと、インターネットなど

はできない。これを悪用して、外装

た車両が数台。ここで行われている

様のサービスができるようにするこ

徹底している。そこでトドロキと同

そこでワークピットを見せてもら

んですよ」

のは、販売車両のカウルの中、つま
場合などは、ウチの場合は不利です

の中古車検索サイトで見てもらった

車両の全ては、事故歴無しの厳選し
両でも、値段は明らかにウチの方が

ね。だって、見た目は同じような車

売、納車、納車後のケア。この４段

にと心がけているのだ。仕入れ、販

ライクライフを送ってもらえるよう

とで、全てのユーザーに安心してト

うことにこだわったのだ、と。

も、ただ確認するのではなく、販売

り車体本体の状況確認だった。しか

た良品のみ。さらに、全車エンジン
自虐的に笑う林さんだったが、
「遠

高くなりますから（苦笑）
」

階を全て高レベルでクリアして初め

始まる一般修理からスタート。ビッ
方のお客さんに納品しても、絶対に

る。これを林さんの言葉を借りると、

て、トドロキクオリティの確立とな

ハンガーを純正新品にすることから
グスクーターは外装で中が見えなく
持てないと売れないです」と付け足

キ流”ということになるのだ。

“真心を込めて製作するのがトドロ

トラブルが起こらないという自信が
したその言葉に、
“信頼性”に対し

なる。その結果、過走行でもうすで

てのこだわりが圧倒的に強いのだと

にボロボロとなっているエンジンや車
体の車両があっても、その中身を確
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認しないとお客さんに販売すること

トドロキでは、他店にはない独特
の「 定 額 制フルオーダーシステ
ム」を採用している。外装色、イ
ンナー色、エアロ、ハンドル、グ
リップ、ミラー、シート、タンデム
バー、マフラー、ホイールの以上
10箇 所は、定 額 制の中に含ま
れており、ユーザーが自分で決
まったアイテムの中から好きな
パーツを選 択 可 能。なお、この
車 両は、外 装がブラウン、イン
ナーがブラック、エナメルシート、
フルメッキホイールを選択し、フ
ルエアロ＋４スピーカーオーディ
オセットを組み込んだ最 高 峰ス
ペック、Ver.03。これで127万
8000円〜販売されている。

こちらが、外装/インナー共にオールブラック、エナメルシート、シルバー＆ブラックメッキホイー
ルなどを装備。4スピーカーが設定されたVer.02（124万3000円〜）となる。この明朗会
計、かつカスタムオーダーが可能というのが、ユーザーの「選ぶ楽しみ」という欲求を刺激す
るのだ。

オリジナルトライクユニット
その魅力を探る
さて、実際にトライクユニットに

なくて済むように、効率化を念頭に
おいて完成した結果なのだ。

れたトライクユニット。このような志

このようなこだわりを持って作ら

トライク文化を
日本に根付かせるために

ユニットを作る上で心がけたのは、メ
の高い製品がこれからどんどん生ま

ついて触れたいと思う。まず、この

トライクユニットが全て隠れるフル
れてくることは、非常に喜ばしい限

ンテナンス性の向上だ。最近では、

り。まだまだ“文化”として未成熟
なジャンルだけに、過去の悪評を早

あれではお客さん自身が整備しにく
急に払拭し、そのイメージにとらわ

カバードタイプのボディが人気だが、
い、というのはトドロキの判断。
「全
れない新しいイメージを根付かせて
性を重視した考えをもつお店、ある

いく。そのためには、こうした信頼

ば、
フルカバードでもいいんですけど、
やっぱり遠方のお客さんの事を気に

ての車両を当店で整備できるのなら

しちゃいますね。ちょっとしたメンテ
クユニットをもっともっと作り続けて

いはメーカーが、信頼性高いトライ

クルマ。その狭間の中で、
「たかだか

いってもらう必要がある。バイクと

くださいねとやっていたら、お客さ
んも疲れてしまう。だったら、自分

の度に、いちいちウチに持ってきて

できる範囲での調整、メンテナンス
車」という認識から、一つのメーカー

町のカスタム屋が改造したカスタム
が作り出した、信頼あるブランドと

などは、オーナーさん自らが手を掛
す」その結果が、
ハーフボディの採用。

けるのも、一つの方法だと思うんで
また構造そのものもできるだけシン
を、この新しいユニットが作ってくれ

して定着するように。そのきっかけ
る可能性は充分にあると信じている。
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プルに設計。これも、自分たちも含
めて、いい意味で面倒な手間をかけ

新しい世
界
が広がる

