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キャラバンNV350 VE26
QR20DE

T-REVαシステム

車両のカスタムの仕様により取り付け方法が異なる事があります

T-REVαシステム 本体価格47,000円税別

専用取付けキット無し

取付け作業時間 約30分



取付説明書

【 商品名 】 T-REVαシステム ニッサン キャラバンNV350 型式E26 エンジン形式QR20DE

品名 数量
T-REV φ16 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

ホースバンド16-25 2

【 構成部品 】

【 取付手順 】

この取り付け方法はT-REV未装着車を前提としております、T-REV単体を導入済みでPCVバルブ経路にキャンセルプラグを
挿入している場合は取り外して下さい。※T-REVαシステムにはPCVキャンセルプラグは使用しません。

① ③

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

ブローバイ経路のホースのみを外します。
※PCVバルブ経路と間違えないよう注意。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を
示しています。 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障
害を負う可能性が想定される内容および物的障害
のみ発生が想定される内容をしめしています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●αシステム専用バルブ本体は分解しないでください。
エンジンごとに設定している基準値が変わることがあり、
重大なトラブルを招く恐れがあります。

警告 注意

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着ご一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.
Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044
TEL 072-875-8088 FAX 072-875-8600

T-REVαシステムを仮合わせしてブローバイ

ホースをカットします。※写真は目安です

②

T-REVαシステムを組み付けたホースを元の経路

に戻せば完了です。方向に誤りが無いかよく確認し
て下さい。
※ホース連結部分からのエア漏れにも注意です。

警告

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期
的な点検・清掃を実施してください。●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社まで
ご相談ください。●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください
。●T-REVαシステムの性能を十分に発揮する為にPCVバルブの点検及び清掃を推奨します。目詰まり等がある

場合は十分に効果を発揮できない可能性があります。



キャラバンNV350 E26
YD25DDTi

T-REVスタンダード

車両のカスタムの仕様により取り付け方法が異なる事があります

T-REVαシステム 本体価格30,000円税別

専用取付けキット付属

取付け作業時間 約30分



取付説明書

【 商品名 】 T-REV ニッサン キャラバンNV350 型式E26 エンジン形式YD25DDTi

品名 数量
T-REV φ14&16 1

ホースバンド16-25 4
タイラップ 2

ホースジョイントφ14 1

【 構成部品 】

【 取付手順 】

YD25DDTiのエンジンにはPCVバルブは付いておりませんのでスタンダードタイプのT-REV本体のみの取り付け
になります。T-REVαシステムは使用できません。

① ②

④

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

黄色○部分が純正ブローバイホースです。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を
示しています。 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障
害を負う可能性が想定される内容および物的障害
のみ発生が想定される内容をしめしています。

●取付作業には専門知識を持った業者など
が行ってください。

警告 注意

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着ご一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.
Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044
TEL 072-875-8088 FAX 072-875-8600

画像のようにT-REV本体とキットを組み付け

ます。※方向に注意

③

純正ブローバイホースを取り外します。純正ホー
スは使用しませんので保管下さい。

警告

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期
的な点検・清掃を実施してください。●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社まで
ご相談ください。●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください。

③で組み付けたT-REVを取付けて完成です。

ホースバンドはしっかりと締めて下さい。



スカイラインGT-R
BCNR33 RB26DETT

T-REVαシステム

車両のカスタムの仕様により取り付け方法が異なる事があります

T-REVαシステム 本体価格47,000円税別

専用取付けキット無し

取付け作業時間 約30分



取付説明書 1

④③

取付け後は干渉がないか、ホース連結部から
のエア漏れがないかよく確認して下さい。

黄色○部分がブリーザーホースです。 ブリーザーホースをカットして取り付けします
が、硬化や劣化がある場合は交換をお勧め
します。

① ②

この取り付け方法はT-REV未装着車を前提としております、T-REV単体を導入済みでPCVバルブ経路にキャンセ
ルプラグを挿入している場合は取り外して下さい。※T-REVαシステムにはPCVキャンセルプラグは使用しません。

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

T-REVαシステム本体に合わせてカットし、組み

付けます。※方向には十分注意して下さい。

【 商品名 】 T-REVαシステム ニッサンスカイラインGT-R エンジン形式RB26DETT



構成部品

構成部品は梱包の際に一部組み立てている場合があります。

品名 数量
T-REVφ16 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

ホースバンド16-25 2

画像のカラーは一例です、ご注文の商品とは異なる場合があります。

【 商品名 】 T-REVαシステム ニッサンスカイラインGT-R エンジン形式RB26DETT



１８０SX RPS13 SR20ＤＥＴ
T-REVαシステム

車両のカスタムの仕様により取り付け方法が異なる事があります

T-REVαシステム 本体価格47,000円税別

専用取付けキット無し

取付け作業時間 約30分



取付説明書

【 商品名 】 T-REVαシステム ニッサン180SX 型式RPS13 エンジン形式SR20DET

品名 数量
T-REV φ16 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

ホースバンド16-25 2

【 構成部品 】

【 取付手順 】

この取り付け方法はT-REV未装着車を前提としております、T-REV導入済みでPCVバルブにキャンセルプラグを挿入してい
る場合は取り外して下さい。※T-REVαシステムにはPCVキャンセルプラグは使用しません。

①

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

純正ブローバイホースを取り外し、T-REVα本体に合

わせてカットします。※ホースが劣化している場合は安
全の為交換をお勧めします。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を
示しています。警告 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障
害を負う可能性が想定される内容および物的障害
のみ発生が想定される内容をしめしています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●αシステム専用バルブ本体は分解しないでください。
エンジンごとに設定している基準値が変わることがあり、
重大なトラブルを招く恐れがあります。

警告 注意

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着ご一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.
Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044
TEL 072-875-8088 FAX 072-875-8600

②

③

ブローバイホースNO1にT-REVαシステムを装着します、
奥側のNO2のホースやPCVバルブホースには取付けし

ない様にして下さい。

④

※取付け後は方向を確認し、ホース連結部からのエア漏
れが無いかよく確認して下さい。

組みつけの際にはホースバンドをしっかりと
締め込んで下さい。

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期
的な点検・清掃を実施してください。●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社まで
ご相談ください。●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください
。●T-REVαシステムの性能を十分に発揮する為にPCVバルブの点検及び清掃を推奨します。目詰まり等がある

場合は十分に効果を発揮できない可能性があります。



シルビア S13/14/15
SR20ＤＥＴ

T-REVαシステム

車両のカスタムの仕様により取り付け方法が異なる事があります

T-REVαシステム 本体価格47,000円税別

専用取付けキット無し

取付け作業時間 約30分



取付説明書

【 商品名 】 T-REVαシステム ニッサンシルビア 型式S13/14/15 エンジン形式SR20DET

品名 数量
T-REV φ16 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

ホースバンド16-25 2

【 構成部品 】

【 取付手順 】

この取り付け方法はT-REV未装着車を前提としております、T-REV導入済みでPCVバルブにキャンセルプラグを挿入してい
る場合は取り外して下さい。※T-REVαシステムにはPCVキャンセルプラグは使用しません。

①

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

純正ブローバイホースを取り外し、T-REVα本体に合

わせてカットします。※ホースが劣化している場合は安
全の為交換をお勧めします。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を
示しています。警告 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障
害を負う可能性が想定される内容および物的障害
のみ発生が想定される内容をしめしています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●αシステム専用バルブ本体は分解しないでください。
エンジンごとに設定している基準値が変わることがあり、
重大なトラブルを招く恐れがあります。

警告 注意

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着ご一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.
Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044
TEL 072-875-8088 FAX 072-875-8600

②

③

ブローバイホースNO1にT-REVαシステムを装着します、
奥側のNO2のホースやPCVバルブホースには取付けし

ない様にして下さい。

④

※取付け後は方向を確認し、ホース連結部からのエア漏
れが無いかよく確認して下さい。

組みつけの際にはホースバンドをしっかりと
締め込んで下さい。

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期
的な点検・清掃を実施してください。●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社まで
ご相談ください。●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください
。●T-REVαシステムの性能を十分に発揮する為にPCVバルブの点検及び清掃を推奨します。目詰まり等がある

場合は十分に効果を発揮できない可能性があります。



マーチ K13/NK13
HR12DE

T-REVαシステム

車両のカスタムの仕様により取り付け方法が異なる事があります

T-REVαシステム 本体価格47,000円税別

専用取付けキット付属

取付け作業時間 約30分



取付説明書

【 商品名 】 T-REVαシステム ニッサン マーチ 型式K13/NK13 エンジン形式HR12DE

品名 数量
T-REV φ12 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

ホースバンド13-20 2
シリコンホースφ12 60mm

U&L型ホース 1

【 構成部品 】

【 取付手順 】

この取り付け方法はT-REV未装着車を前提としております、T-REV導入済みでPCVバルブにキャンセルプラグを挿入してい
る場合は取り外して下さい。※T-REVαシステムにはPCVキャンセルプラグは使用しません。

①

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

付属のシリコンホースとU&L型ホースを組み合わ

せて取付けします。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を
示しています。警告 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障
害を負う可能性が想定される内容および物的障害
のみ発生が想定される内容をしめしています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●αシステム専用バルブ本体は分解しないでください。
エンジンごとに設定している基準値が変わることがあり、
重大なトラブルを招く恐れがあります。

警告 注意

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着ご一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.
Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044
TEL 072-875-8088 FAX 072-875-8600

②

③

※取付け後は方向を確認し、ホース連結
部からのエア漏れが無いかよく確認して
下さい。

黄色○の部分が純正ブローバイホースです。

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期
的な点検・清掃を実施してください。●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社まで
ご相談ください。●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください
。●T-REVαシステムの性能を十分に発揮する為にPCVバルブの点検及び清掃を推奨します。目詰まり等がある

場合は十分に効果を発揮できない可能性があります。



セレナ TC24/TNC24
QR20DE

T-REVαシステム

車両のカスタムの仕様により取り付け方法が異なる事があります

T-REVαシステム 本体価格47,000円税別

専用取付けキット無し

取付け作業時間 約30分



取付説明書

【 商品名 】 T-REVαシステム ニッサン セレナ 型式TC24/TNC24 エンジン形式QR20DE

品名 数量
T-REV φ16 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

ホースバンド16-25 2

【 構成部品 】

【 取付手順 】

この取り付け方法はT-REV未装着車を前提としております、T-REV単体を導入済みでPCVバルブ経路にキャンセルプラグを
挿入している場合は取り外して下さい。※T-REVαシステムにはPCVキャンセルプラグは使用しません。

① ③

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

ブローバイ経路のホースのみを外します。
※PCVバルブ経路と間違えないよう注意。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を
示しています。 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障
害を負う可能性が想定される内容および物的障害
のみ発生が想定される内容をしめしています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●αシステム専用バルブ本体は分解しないでください。
エンジンごとに設定している基準値が変わることがあり、
重大なトラブルを招く恐れがあります。

警告 注意

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着ご一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.
Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044
TEL 072-875-8088 FAX 072-875-8600

T-REVαシステムを仮合わせしてブローバイ

ホースをカットします。※写真は目安です

②

T-REVαシステムを組み付けたホースを元の経路

に戻せば完了です。方向に誤りが無いかよく確認し
て下さい。
※ホース連結部分からのエア漏れにも注意です。

警告

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期
的な点検・清掃を実施してください。●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社まで
ご相談ください。●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください
。●T-REVαシステムの性能を十分に発揮する為にPCVバルブの点検及び清掃を推奨します。目詰まり等がある

場合は十分に効果を発揮できない可能性があります。



ティアナ J31 VQ23DE
T-REVαシステム

車両のカスタムの仕様により取り付け方法が異なる事があります

T-REVαシステム 本体価格47,000円税別

専用取付けキット付属

取付け作業時間 約30分



取付説明書

【 商品名 】 T-REVαシステム ニッサン ティアナ 型式J31 エンジン形式VQ23DE

品名 数量
T-REV φ16 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

ホースバンド16-25 2
シリコンホースφ16 75mm

【 構成部品 】

【 取付手順 】

この取り付け方法はT-REV未装着車を前提としております、T-REV導入済みでPCVバルブにキャンセルプラグを挿入してい
る場合は取り外して下さい。※T-REVαシステムにはPCVキャンセルプラグは使用しません。

①

●本製品の取付にあたっては、この取付説明書を良くお読みのうえ、正しく行ってください。

付属のシリコンホースとカットした純正ホースを組み合
わせて、取付けします。

この取付説明書では安全にご使用いただくために、特にお守りいただきたいことを次のマークで示しています。

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が
死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を
示しています。警告 注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると人に障
害を負う可能性が想定される内容および物的障害
のみ発生が想定される内容をしめしています。

●取付作業には専門知識を持った業者などが行ってください。

●αシステム専用バルブ本体は分解しないでください。
エンジンごとに設定している基準値が変わることがあり、
重大なトラブルを招く恐れがあります。

警告 注意

・取付の際の事故等は一切責任を負いかねますので予めご了承願います。

・商品には万全を期しておりますが、万一不良品等がございましたら、お手数ですが販売店へご連絡ください。

ただし、商品到着ご一週間以上経過した商品、すでに装着された商品に関しましては対応をしかねますので予めご了承ください。

TERAMOTO CO.,LTD.
Morofuku 8-4-22 Daito-city Osaka 574-0044
TEL 072-875-8088 FAX 072-875-8600

②

③

④

※取付け後は方向を確認し、ホース連結部からのエア漏
れが無いかよく確認して下さい。

画像の黄色ラインを目安に純正ブローバイ
ホースをカットします。

黄色○の部分が純正ブローバイホースです。

●本商品はブローバイによるオイル・水などによってバルブが固着しにくい構造になっておりますが、取付後は定期
的な点検・清掃を実施してください。●異常を感じた場合は直ちに使用をやめて、お買い上げの販売店や当社まで
ご相談ください。●エンジンブレーキが軽減されますので、ブレーキの多用によるフェード現象に気を付けてください
。●T-REVαシステムの性能を十分に発揮する為にPCVバルブの点検及び清掃を推奨します。目詰まり等がある

場合は十分に効果を発揮できない可能性があります。
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