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ハイエース・レジアスエース
TRH200系 １ＴＲ・２ＴＲ‐ＦＥ

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

ヘッドカバー側を画像のライン位置を
目安にカットします。

エアクリーナー側を画像のライン位置を
目安にカットします。

黄色○部分のブリーザーホースを外します。

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。

【 商品名 】 T-REVαシステム トヨタ ハイエース 型式TRH200系 エンジン形式1TR・2TR‐FE

ホース本体の保護スポンジを外します
（再利用しません）



取付説明書 2

カットしたホースを画像のように組み付けます。

⑤ ⑥

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。

【 商品名 】 T-REVαシステム トヨタ ハイエース 型式TRH200系 エンジン形式1TR・2TR‐FE

⑤で組み付けたT-REVα本体をエンジン

にセットして完了です

構成部品
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13-20 2

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。

※キット内容の一部は予告無く変更する場合があります。

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。



ハイエース・レジアスエース
KDH200系1ＫＤ・2KD

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-REVスタンダード 本体価格27,800円税別

専用取付けキット付属

取付け作業時間 約60分



取付説明書 1KD 2KD

④③

サイドのプラスチックカバーを外して
フロアカーペットをめくります。

運転席下のシートベルトセンサーのカプ
ラーを抜きます。

運転席前側のボルト2ヶ所を外します。 運転席後ろ側のボルト2ヶ所を外します。

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。※1KD･2KDエンジンにはPCVバルブはありません。

●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。

【 商品名 】 T-REV トヨタ ハイエース・レジアスエース 型式KDH200系 エンジン形式1KD･2KD-FTV



取付説明書 1KD 3000cc

⑧⑦

⑦で組み付けたキットを画像のように
装着して完成です。

T-REV本体と付属のキットを画像のよう

に組み付けます。

12mmボルト6ヶ所を外してエンジン

カバーを外します。
12mmボルトを外してブリーザー経路の

菅の部分を取り外します。

⑤ ⑥

●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。

【 商品名 】 T-REV トヨタ ハイエース・レジアスエース 型式KDH200系 エンジン形式1KD-FTV

取付後はT-REV本体の方向に誤りが無いか確認し、ホース

連結部のホースバンドやタイラップがしっかり締まっているか
良く確認して下さい。



取付説明書 2KD 2500cc

⑧⑦

断熱のアルミチューブが長い場合は少しだ
けカットして下さい。

T-REV本体と付属のキットを画像のように組み

付けます。

12mmボルト6ヶ所を外してエンジンカバー

を外します。

12mmボルトを外してブリーザー経路の菅の部

分を取り外します。

⑤ ⑥
●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。

【 商品名 】 T-REV トヨタ ハイエース・レジアスエース 型式KDH200系 エンジン形式2KD-FTV

ホースジョイントをしっかり差し込みタイラップ
で固定します。

⑨ ⑩

取付け後はT-REV本体の方向に誤りが無い

かよく確認して下さい。



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。

※キット内容の一部は予告無く変更する場合があります。

画像のカラーは一例ですご購入の商品とは異なる場合があります。

【 商品名 】 T-REV トヨタ ハイエース・レジアスエース 型式KDH200系 エンジン形式1KD･2KD-FTV

品名 数量
T-REVφ16 1

ホースバンド16-25 3
シリコンホースφ16 140mm
ホースジョイントφ16 1

タイラップ 2



トヨタ８６ ZN6 FA20
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60分



取付説明書 1

④③

黄色○部分にオートテンショナーがあります。

黄色○部分にブリーザーホースがあります クーラーコンプレッサー上部にある保護カバー
を外します。

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。

クーラーコンプレッサーをずらす為に一旦ベルトを
外します。

【 商品名 】 T-REVαシステム トヨタ86 スバルBRZ エンジン形式FA20



取付説明書 2

⑧⑦

ブリーザーホースを取り外します

車体正面から見て右下にあります

⑤ ⑥

●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。

車体正面から見て左下にあります

車体正面から見て奥側にあります 固定ボルトを外したら本体を手前にずらします。
※コンプレッサー上部のホースは外さない事！！⑨

純正L型ジョイントを抜き取ります

⑩

【 商品名 】 T-REVαシステム トヨタ86 スバルBRZ エンジン形式FA20



取付説明書 3

⑭⑬

取付完了です。本体が干渉する部分には付
属のスポンジで保護して下さい。

キット付属のφ12ホースを差込みホースバンドで

固定し、クーラーコンプレッサーやベルト類を元に
戻します。

⑪ ⑫
●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。

⑩で抜き取ったL型ジョイントの部分にT-REVα
本体のOUT側を差し込みます。

⑪で接続したφ12ホースの先端をT-REVα本体
のIN側に接続します。

T-REVαシステム本体の取付角度は左右共に
約45°までの範囲で傾きが変わる場合があり

ます。

【 商品名 】 T-REVαシステム トヨタ86 スバルBRZ エンジン形式FA20



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。

※キット内容の一部は予告無く変更する場合があります。

品名 数量
T-REVφ12 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1
Lタイプ 1

ホースバンド13-20 3
シリコンホースφ12 280mm

スポンジ 1

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 トヨタ86 スバルBRZ エンジン形式FA20



トヨタFJクルーザー GSJ15W
1GR-FE

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 トヨタ FJクルーザー 形式GSJ15W エンジン形式1GR-FE

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 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。

純正ブローバイホースを取り外し、カットします。※ラ
インは目安です、必ず本体と仮合わせして下さい。

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

T-REVαシステム本体を画像の様に取付けま

す。※方向に注意

③

装着後はホースの部分からのエア漏れ
等が無いか確認して下さい。

黄色○の部分がブローバイホースです。※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。

●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。



プリウス ZVW30
2ZR-FXE

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

④③

T-REVαシステム本体と干渉する部分が

無いか確認して下さい。

T-REVα本体の方向はエンジン側からエア

クリーナー側に合わせます。

カバーを外します(差込タイプ) T-REVαシステム本体を仮合わせしてブ

リーザーホースをカットします

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。

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 】

【 商品名 】 T-REVαシステム トヨタプリウス 型式ZVW30 エンジン形式2ZR-FXE

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。

※キット内容の一部は予告無く変更する場合があります。



アクア NHP10
1NZ-FXE

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 トヨタ AQUA 形式NHP10 エンジン形式1NZ-FXE

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

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。

純正ブローバイホースを取り外し、保護スポンジを取り
除き、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

本体が干渉する部分がある場合はスポンジ
等で保護して下さい。

取付け後は方向の確認とホース連結部から
のエア漏れが無いか確認して下さい。

③

カットしたホースとT-REVα本体を組み付け

ます。

●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。



トヨタアイシス ZGM10系
2ZR-FAE

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 トヨタ アイシス 型式ZGM10系 エンジン形式2ZR-FAE

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 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。

●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

③

T-REVαシステムと干渉する部分がある場合は

スポンジ等で保護して下さい。

方向に誤りが無いかよく確認し、ホースバンドをしっかり締
めて下さい。※ホース連結部分からのエア漏れ注意です。

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。



ヴォクシー・ノア ZRR70系
3ZR-FAE

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

エンジカバー装着車はカバーを戻して完成で
す。

エンジンカバー装着車はカバーを一旦
取り外します。

赤色部分に純正ブリーザーホースがあります、
T-REVα本体に合わせてカットします。

カットせずシリコンホース等でアレンジしても可。

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。

取付け後は方向と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。

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。

※キット内容の一部は予告無く変更する場合があります。

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。

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

【 商品名 】 T-REVαシステム トヨタヴォクシー・ノア 型式ZRR70系 エンジン形式3ZR



ヴォクシー・ノアAZR60系
1AZ-FSE

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 トヨタ ヴォクシー・ノア 形式AZR60/65 エンジン形式1AZ‐FSE

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 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。

純正ブローバイホースを取り外し、保護スポンジを取
り除いてからカットします。※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。

●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。

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

カットしたブローバイホースを装着し
図のように組み合わせます

③

装着後はホースの部分からのエア漏れ
等が無いか確認して下さい。

黄色○の部分がブローバイホースです。



トヨタ ヴァンガード
ACA33/38W 2AZ-FE

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 トヨタ ヴァンガード 型式ACA33・38 エンジン形式2AZ-FE

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

シリコンホースφ16 120mm
シリコンホースφ16 50mm
ホースバンド16-25 2

スポンジ 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 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。

エンジンカバーを外すと純正ブローバイホースがあり
ますので取り外します。純正ホースは使用しません。

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

画像を参考ににパーツを組み合わせます。
※方向に注意

③

警告

方向に注意して取り付けます、右上のレゾネーターに
干渉する場合には付属のスポンジで保護して下さい。

●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。

エンジンカバーを戻して完成です、ホース連結部
からのエア漏れ等が無いか確認して下さい。



トヨタハイエース RZH100系
1RZ-E

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 トヨタ ハイエース型式RZH100系 エンジン形式1RZ-E

品名 数量
T-REV φ12&9 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

シリコンホースφ9 430mm
ホースバンド13-20 2
ホースバンド10-16 2

タイラップ 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 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。

純正ブローバイホースを取り外します。※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。 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

画像を参考ににパーツを組み合わせます。
※方向方向に注意

③

エンジンフードに干渉する場合は、本体の角
度を変えて調整して下さい。

警告

タイラップはホースの揺れ止めが目的です
ので、締めすぎない様に注意して下さい。

●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。



ヴィッツ NCP131/91/13
1NZ-FE

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 トヨタ ヴィッツ 型式NCP131/91/13 エンジン形式1NZ-FE

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 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。

PCVバルブ経路とブローバイ経路を間違わない様に

注意して下さい。※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。 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

方向に誤りが無いか確認しながら取り付けます。

③

取り付け後はホース連結部からのエア漏れ等
が無いかよく確認して下さい。

ブローバイホースは外したら逆向きにしてから
画像のようにカットします。

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。



ヴィッツ NCP130/135
1NR-FE

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 トヨタ ヴィッツ 型式NSP130/135 エンジン形式1NR-FE

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

②

●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○部分がブローバイホースです。※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。 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

③

取り付け後はT-REVαシステム本体の方向

の確認と、ホース連結部からのエア漏れ等
が無いかよく確認して下さい。

黄色ラインを目安にT-REVαシステム本体と

合わせながらホースをカットします。

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。



エスティマ ACR30/40
2AZ-FE

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 トヨタ エスティマ 型式ACR30/40 エンジン形式2AZ-FE

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

画像のようにT-REVαシステムをセッ

トします、方向には十分注意して下さ
い。取り付け完了後はホースからの
エア漏れ等が無いか確認して下さい。

③

●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。



ウィッシュ ZNE10系
1ZZ-FE

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60分



取付説明書

【 商品名 】 T-REVαシステム トヨタ ウィッシュ 形式ZNE10/14 エンジン形式1ZZ-FE

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 540mm

φ16ジョイント 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 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。

純正ブローバイホースをカットします。※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

シリコンホースは画像のように
取り回して下さい。

③

装着後は方向の確認とホースの部
分からのエア漏れ等が無いか確認
して下さい。

エンジンカバーを外します。

⑤ ⑥

カットした純正ホースに付属のジョイント
とシリコンホースを組み合わせます。

T-REVα本体のIN側の接続のポイントは画像の

ように一旦下側のホースを引っ張り出してから繋
いで、その後下に押し込みます。

●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。



タンドラ 型式不明
2UZ-FE

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 トヨタ タンドラ 型式不明 エンジン形式2UZ-FE

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

画像のようにT-REVαシステムをセッ

トします、方向には十分注意して下さ
い。画像は運転席側から撮影してい
ます。

③

●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。



アルファード・ヴェルファイア
ANH20系 2AZ-FE

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 トヨタ アルファード ヴェルファイア 型式ANH20/25 エンジン形式 2AZ‐FE

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 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。

純正ブローバイホースを取り外し、保護スポンジを取
り除いてからカットします。

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

画像の黄色○の部分がブローバイホースです。
※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。

③

取付け後、方向とホース連結部から
のエア漏れを確認して下さい。

カットしたホースとT-REVα本体を

組み付けます。

●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。



スプリンタートレノ
AE86/92/101/110 4A-GE

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 トヨタ レビン・トレノ 型式AE86/92/101/110 エンジン形式4A-GE

品名 数量
T-REV φ9 1

αシステム専用バルブ 1
TタイプⅡ 1

ホースバンド10-16 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。

取付けの際には方向に誤りが無いようにご注意下さ
い。※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

取り付け車両の仕様によって取付け
位置が異なります。画像の車両は社
外エアクリ＆OILキャッチタンク装着

車です。

③

T-REVαシステムをブローバイホースに仮合

わせし、カットして組み付けます。

●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。



ファンカーゴ NCP20
2NZ‐ＦＥ

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 トヨタ ファンカーゴ 型式NCP20 エンジン形式2NZ-FE

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 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。

純正ブローバイホースを取り外し、保護スポンジを取り除
き、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

画像のようにT-REVαシステム本体を組み

付けます。

取付け後はT-REVαシステム本体の方向の

確認とホース連結部からのエア漏れが無い
か確認して下さい。

●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。



BB QNC21
３SZ‐ＦＥ

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 BB 型式QNC21 エンジン形式３SZ‐ＦＥ

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

【 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 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。

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。

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

画像のようにT-REVαシステム本体を組み付けます。

取付け後はT-REVαシステム本体の方向の確認と

ホース連結部からのエア漏れが無いか確認して下さい。

●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。

純正エアクリーナーBOXを取り外します。



クルーガー ACU20系
2AZ-FE

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 トヨタ クルーガー 型式ACU20/25 エンジン形式2AZ‐FE

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 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。

純正ブローバイホースを取り外し、保護スポンジを取
り除いてからカットします。※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

TタイプⅡをT-REVのIN側に装着し

図のように組み合わせます

③

干渉に注意してカバーを
取り付ければ完成です

方向を確認しながらエンジン本体
に装着します。

●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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