
☆ 取り付け簡単♪
☆☆ 比較的取り付け簡単
☆☆☆ 取り付け場所が狭く工夫が必要
☆☆☆☆ 取り付けには改造が必要



☆☆☆☆ CB1300SFCB1300SF

スーパーボルドールスーパーボルドール

ホンダのビッグネイキッド

タンクを上げると見えるシリン
ダーヘッドカバーからのブロー
バイホースに取り付けます。

ブローバイホース径φ16

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンクを上げると見えるシ
リンダーヘッドカバーからエアクリー
ナーに繋がっているブローバイホー
スをカットして取り付けます。



☆☆☆☆CB1300 SF/SB SPCB1300 SF/SB SP--KITKIT

T-REVのIN側にダイレクトコネクター。
OUT側にANアダプター・ホースエンド
90°を組む。2本のメッシュホースの
先にホースジョイントφ12を差し込む。

ホースエンド90°側のホー
スの先にLホース（細）を組

む。

ガソリンタンクを取り外しブローバイ
ホースを取り外します。

① ②

Lホース（細）とLホース（太）をホースジョ
イントφ14で繋げる。タイラップで固定。

③

④

前工程で出来たKITホースのLホース（太）をブロー
バイガス出口に繋げホースバンド（16-25）で固定。

T-REV IN側のホースをスロットルボディー
右下から通し、1番・2番のマニホールドの

間から上に通す。前工程で取り付けたホー
スのLホース（細）にこのホースの先を繋
げる。ホースバンド（13-20）で固定。

⑤ ⑥

T-REV OUT側をスロットルの右

側から上に通しエアクリーナー
BOXに繋げる。ホースバンド
（16-25）で固定。

ラジエータホースをOUT側のメッシュホース

をタイラップで固定。

後は外したパーツを取り付け

て完成です。



☆☆☆☆CB1300 SF/SB SPCB1300 SF/SB SP--KITKIT

品番 商品名 税別 JANコード
SP-4626 T-REV CB1300SF/SB専用SPフルキット グリーン \41,000 4580305172061
SP-4627 T-REV CB1300SF/SB専用SPフルキット レッド \41,000 4580305172078
SP-4628 T-REV CB1300SF/SB専用SPフルキット ブルー \41,000 4580305172085
SP-4629 T-REV CB1300SF/SB専用SPフルキット ブラック \41,000 4580305172092
SP-4630 T-REV CB1300SF/SB専用SPフルキット シルバー \41,000 4580305172108
SP-4631 T-REV CB1300SF/SB専用SPフルキット ゴールド \41,000 4580305172115

すでにT-REV ０．０５㎜をお持ちのお客様はこちらのグレードアップ用キットをご利用ください。

CB1300 SF/SB SP KIT

品番：4623 JANコード：4580305165575 価格￥18,000-（税別）

このKITにはT-REV本体が付属させておりません。

＊ノーマルスロットルボディのみ対応。

＊ノーマルエアクリーナーBOXのみ対応。

＊T-REV ０．０５㎜以外のT-REVをお持ちでαシステムSP-KITに

グレードアップご希望のお客様はお問い合わせください。



☆☆☆☆CB1300 SF/SB 03CB1300 SF/SB 03～α～αシステムシステム

STD T-REVでも大好評CB1300シリーズに

αシステム登場！！

T-REV αシステム

CB1300 SF/SB 03～

品番：4130 価格￥47,000-（税別）

スリーブφ12・TタイプⅡ・スリーブ
φ12・T-REV本体・スリーブφ16の

順で組む。

T-REV OUT側にLホースロ

ングの短い側を差し込む。
ホースバンド（16-25）で固定。

UホースとLホースをホースジョイントφ14で連結
しタイラップで固定。Uホースの短い側をT-REV
のIN側に差し込む。ホースバンド（13-20）で固定。

ガソリンタンクを取り外し左右のA/Iホースとブ
ローバイホースを取り外します。A/Iホースを

写真の位置でカット。

①



☆☆☆☆CB1300 SF/SB 03CB1300 SF/SB 03～α～αシステムシステム

⑤

② ③

④

3WAYジョイントに各黒ホースを差し込む。黒ホース45mm側を別紙で
作ったT-REV KIT IN側に差し込む。ホースバンド（13-20）で固定。

カットしたA/Iホースを3WAYジョイントに差し込む。
ホースバンド（13-20）で固定。

⑦ A/Iホースのエアクリー

ナー側からプラグをいれ
ボルトのみ抜きます。

外した部品を組めば完
成です。

⑥

シリンダーヘッドカバーとT-REVの干渉部分に耐熱シートを張ります。前
工程までに出来たホースKITを車体に組む。A/I取り出し口は（13-20）ブロー
バイガス出口とエアクローナー入り口は（16-25）のホースバンドで固定。

90°ホースに3WAYジョイントを取り付け片側には
黒ホース35mmを組む。タイラップで固定。

黒ホース35mmをA/Iのエンジン側に組み、各3WAYジョイントに前工程で
カットしたA/Iのホースを組む。この側にあるエアクリーナに繋がるA/Iの
ホースもカットし３WAYジョイントに組みホースバンド（13-20）で固定。



☆☆☆☆CB1300SF/SBCB1300SF/SB ααシステムシステムSPSP--KITKIT

T-REVのIN側にダイレクトコネクター。OUT側
にANアダプター・ホースエンド90°を組む。2本
のメッシュホースの先にホースジョイントφ12を
差し込む。

ホースエンド90°側のホース
の先にLホース（細）を組む。

3WAYホースジョイント（12・12・12）・90°
ホース・ホースジョイント（12・12・9）・黒
ホース105mm・ 3WAYホースジョイント
（12・12・12）・黒ホース35mm

ガソリンタンクを取り外しブロー
バイホースを取り外します。

①

Lホース（細）とLホース（太）をホースジョ
イントφ14で繋げる。タイラップで固定。

②



☆☆☆☆CB1300SF/SBCB1300SF/SB ααシステムシステムSPSP--KITKIT

⑤ ⑥

③ ④前工程で出来たKITホースのL

ホース（太）をブローバイガス出
口に繋げホースバンド（16-25）で

固定。

T-REV IN側NO8のホースをスロッ
トルボディー右下から通し、1番・2

番のマニホールドの間から上に通
す。前工程で取り付けたLホース

（細）にこのホースの先を繋げる。
ホースバンド（13-20）で固定。

T-REV OUT側をスロットルの右

側から上に通しエアクリーナー
BOXに繋げる。ホースバンド（16-
25）で固定。

ラジエータホースとT-REV OUT側

のメッシュホースをタイラップで固
定。

T-REV KIT IN側NO6のホースを3
番・4番のマニホールドの間から上

に通す。

A/Iホースの黄色○あるSTDホー

スジョイントを取り出す。

⑦ ⑧

A/Iホースのエアクリーナー側か

らプラグをいれボルトのみ抜きま
す。

外した部品を組めば完成です。

⑨

A/Iの右側のホースをカットしA/I
KITホースを組む。各接続部分を

写真のように固定。前工程で上に
上げたNO6のホースの差し込みホー
スバンド（9-16）で固定。

⑩

A/I KITホースの差込み先を確認。

＊ジョイントの角度が実際取り付け
た際と異なります。



☆☆☆☆CB1300 SF/SBCB1300 SF/SB ααシステムシステムSPSP--KITKIT

品番 商品名 税別 JANコード
SP-4130 T-REVαシステムSPフルキットCB1300SF/SB03～ グリーン \57,800 4580305172184
SP-4131 T-REVαシステムSPフルキットCB1300SF/SB03～ レッド \57,800 4580305172191
SP-4132 T-REVαシステムSPフルキットCB1300SF/SB03～ ブルー \57,800 4580305172207
SP-4133 T-REVαシステムSPフルキットCB1300SF/SB03～ ブラック \57,800 4580305172214
SP-4134 T-REVαシステムSPフルキットCB1300SF/SB03～ シルバー \57,800 4580305172221
SP-4135 T-REVαシステムSPフルキットCB1300SF/SB03～ ゴールド \57,800 4580305172238

すでにT-REV ０．０５㎜をお持ちのお客様はこちらのグレードアップ用キットをご利用ください。

このKITにはT-REV本体が付属させておりません。

αシステム SP KIT CB1300 （03～）専用 ￥32,000-（税別）

商品番号：4718 JANコード：4580305163847

下記の商品との組み合わせが必要です。ご一緒にご購入ください。

TタイプⅡ￥2800-（税別）1個

合計¥34,800－（税別）

＊ノーマルスロットルボディのみ対応。

＊ノーマルエアクリーナーBOXのみ対応。

＊T-REV ０．０５㎜以外のT-REVをお持ちでαシステムSP-KITに

グレードアップご希望のお客様はお問い合わせください。

品番 商品名 JANコード
2620 TタイプⅡ グリーン 4580305163458
2621 ＴタイプⅡ レッド 4580305162260
2622 ＴタイプⅡ ブルー 4580305162277
2623 ＴタイプⅡ ブラック 4580305162284
2624 ＴタイプⅡ シルバー 4580305162291
2625 TタイプⅡ ゴールド 4580305163465

TタイプⅡ品番・JANコード一覧表



☆☆ ＣＢＲ☆☆ ＣＢＲ11001100ＸＸＸＸ
ガソリンタンク・エアー
クリーナーBOXを外

す。シリンダーヘッド
カバーからエアーク
リーナーＢＯＸに繋
がるホースがブリー
ザーホースです。

純正ブローバイホー
スをカットしてＴ－
ＲＥＶを装着。

写真はイメージです。純正ブローバ
イホースではありません。

ホンダのＢＩＧマシン

ブローバイホースにたどり着く
まで外す部品は多いが、T-
REV装着付近はスペースに

余裕あり。

ブローバイホース径φ16

シム板 0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆ ＣＢＲ１０００ＲＲ☆☆☆ ＣＢＲ１０００ＲＲ‘‘０８～０８～
TT--REVREV ααシステムシステム

別格の減圧効果を楽しめるT-REVαシステム。

エンジンピックアップが向上し非常に減圧効果が
体感しやすい当社一押しNEW減圧システム

T-REV αシステム CBR1000RR 08~ (レッドのみ)
12年モデル適合確認済み

商品番号：4100 価格¥47,000- （税別）
シート・ガソリンタンクカバー・ガソリンタンク・エアクリーナーBOXを取り外し、シリンダー

ヘッドカバーからエアークリーナーボックスにつながるブリーザーホースを外します。

②

シリンダーヘッドカバーの上にある排出ガス浄化装置を取り外します。裏に配線が掛かっていますのでご注
意ください。STDのLホース２本を外しキットを組みます。（このキットの組み立ては別紙T-REV αシステムの

組み立てをご覧ください）

①



☆☆☆☆☆☆ CBR1000RR 08CBR1000RR 08-- TT--REVREVααシステムシステム
③ ④

⑤

エンジンに組む。ホースの向きは微調整してください。Φ12 Lホースをカムセンサー
の右側を通します。φ16Lホースはブローバイ取り出し口に接続しホースバンドで
固定。ソレノイドバルブのカプラーや配線を忘れないように！！

スペースが少ないのでホースバ
ンドの向きや位置で組み付けれ
ない恐れもあります。写真を良
く見て作業してください。

組み立て後にアクセルワイヤー
の動きを妨げていないか確認
する事！！

フレームとT-REVの側面を平行になるように組む。

ホースバンドがスロットルワイヤー・フレーム・エアー
クリーナーBOXに当たらないように組む。

⑥

⑦
ソレノイドバルブとエアークリーナーBOX

を繋ぐ純正ホースにプラグをいれボルト
のみ抜く。各部のチェックをし外したパー
ツを組み完成です。Φ16ストレートホース
とエアークリーナーBOXの連結部はホー
スバンド（16-20）を使用。

純正ブローバイホースをエアークリーナーBOX側
から40㎜でカット。このホースはT-REVのOUT側に

使用します。

⑧

ゴムカバーを掛けT-REVを組みホースバンド（13－20）で固定します。 この時、ゴ
ムカバーを掛ける金具は逆向きに組んでください。T-REVのOUT側にカットした
純正ホースを組む。ホースバンド（16－25）で固定。。T-REVは上向きにアクセル

ワイヤーの左側に組んでください。



☆☆ ＣＢＲ１０００ＲＲ（☆☆ ＣＢＲ１０００ＲＲ（’’０４０４～～’’０７０７））

オイルキャッチタンク無しオイルキャッチタンク無し

タンクなどの部品を外す部品が
多く少し時間は掛かるが作業自

体は簡単。

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

シート・ガソリンタンク
カバー・ガソリンタンク・
エアークリーナーボッ
クスの順で取り外すと
ブローバイホースが見
えます。○のホース。

ブローバイホースを
取り出し、T-REVを

合わせてホースをカッ
トして装着。外した部
品を組めば完成です。



☆☆☆ ＣＢＲ１０００ＲＲ（☆☆☆ ＣＢＲ１０００ＲＲ（’’０４０４～～’’０７０７））

オイルキャッチタンクありオイルキャッチタンクあり

画像の車両はノー
マル車両だがオ
イルキャッチタン
クだけが装備さ
れています。

非常に狭くスペー
ス的にも厳しい
ですが○印のブ
ローバイ出口か
らホースをスロッ
トルボディの周り
に這わせて装着

した例。

オイルキャッチタンクがなければ
取り付け易いモデルだが基本ス

ペースが狭い。

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆ＣＢＲ１０００ＲＲ 04~07

Ｔ－ＲＥＶαシステム

T-REV αシステム

CBR1000RR 04~07

品番：4140 価格￥47,000（税別）

左右のサイドカウル・アンダーカウル・ガソリンタンクカバー・エアーク
リーナーBOXを取り外しAブローバイホースを取り外します。

①

②

エアーダクトを外しA/Iの左側のホースを外します。エアーダクトを外す

にはラジエターを下にずらす必要があります。



☆☆☆ＣＢＲ１０００ＲＲ 04~07

Ｔ－ＲＥＶαシステム

⑤

⑥ ⑦

③

A/Iホースに取り付けた
3WAYジョイントに黒ホース
90mm・3WAYジョイント
12×12×12・黒ホース30mm
・KITホースを組みタイラップ
で固定。KITホースの先にT-
REV IN側を組みホースバン
ド（13－20）で固定

④

T-REV OUT側に純正ブ

ローバイホースを組む。
ホースバンド（13－20）で

固定。

左側のA/Iホースを写真のようにカットし3WAYジョイントを挟み込むように入れる。年式に寄ってホースの長さ・形状が異なり

ます。計測方法によってカットする位置が変わってしまう恐れがあります。現車合わせでホースの取り回しに無理が無い位置
でカットしてください。タイラップで固定。
＊ジョイントの向きは次の工程の写真を参考にしてください。

エンジンに組む。各箇所に組みA/Iホース側は純正ホースクリップ。ブ

ローバイガス出口はタイラップで固定。同時にエアーダクトを組む。

A/Iホースのエアークリーナー側の

ホースにプラグをいれボルトのみ抜
く。残りの外したパーツを組んで完
成です。



☆☆ ＶＦＲ８００ ＲＣ４６☆☆ ＶＦＲ８００ ＲＣ４６

ホンダのビッグツインエンジン

タンクを上げると見える後方バ
ンクのヘッドからのブローバイ

ホースに取り付けます。

ブローバイホース径φ14

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

タンクを上げると見える後方バン
クのヘッドからエアクリーナーに
繋がっているブローバイホース
をカットして取り付けます。



☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲ☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲ’’０３～０３～０４０４

オイルキャッチタンクありオイルキャッチタンクあり

○印の箇所がブローバイ出口

画像のバイクはレース仕様の
ため車体右側にオイルキャッチ
タンクが装着されているので、
そこからエアクリーナーまでの
間にＴ－ＲＥＶを付けます。

ＣＢＲ６００ＲＲはエンジンブレー
キや中速域のアクセルレスポ

ンスが良くなります。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲＣＢＲ６００ＲＲ（（’’００５～５～’’００６）６）

オイルキャッチタンク無しオイルキャッチタンク無し

シフトダウン時のリアタイヤのホッ
ピング解消や中速域の加速向上
などの効果が体感できます。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

ブローバイホース付
近のスペースが狭く、
純正ホースの形をう
まく利用する必要が
あります。

T-REV本体がフレー

ム・エアークリーナー
ボックスや周りの装
置に干渉する場合
はスポンジを貼り対
応してください。



☆☆☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲＣＢＲ６００ＲＲ 07~1307~13
TT--REVREVααSYSTEMSYSTEM

T-REVαSYSTEM

CBR600RR 07-

品番：4150 価格：￥47,000-（税別）

左右のサイドカウル・ガソリンタンクカ
バー・エアークリーナーBOX・エアーダ
クトを取り外しA/Iホース・ブローバイホ

ースを取り外します。

①

②
A/Iの右側のホースを写真のようにカッ
トし3WAYジョイントを入れタイラップで

固定。ジョイントは下向きにしてください
。



☆☆☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲＣＢＲ６００ＲＲ 07~1307~13
TT--REVREVααSYSTEMSYSTEM

⑤

⑥ ⑦

T-REV IN側にKITホース２を繋ぎホースバンド（13-
20）で固定。OUT側にLホースの短い側を繋ぎホー
スバンド（16-20）で固定。

④

前工程に出来たホースKITをエンジンに組みます。A/Iは

純正ホースクリップを使用。ブローバイガス出口はホース
バンド（13-20）で固定。

KITホース１とKITホース２をメッシュホースNO6で繋ぎます。ホースバンド（9-16）で固
定。KITホース１側のホースバンドは向きによってシリンダーヘッドカバーに干渉する

恐れがあります。エンジンに組んだ際にご確認ください。

エアークリーナーBOXとブロー
バイホースはホースバンド（16-
25）で固定。その他は純正ホー

スクリップを使用します。残りの
外したパーツを組んで完成で
す。

③

A/Iのフレッシュエアー導入ホースをソレノイドバルブ側から50mmの位置とここから10mmの位置でカット。10mm部分は破棄し3WAYジョイ
ントを入れタイラップで固定。A/IホースにKITホース1を組み込みタイラップで固定します。A/Iのフレッシュエアー導入ホースのエアークリー
ナーBOX側からプラグを入れボルトのみ抜く。(プラグのみホース内に残す。)



☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲ☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲ““０７～０７～
オイルキャッチタンクありオイルキャッチタンクあり

ＣＢＲ６００ＲＲ０７～も同じくシフトダウ
ン時のリアタイヤのホッピング解消や
中速域の加速向上などの効果が体
感できます。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

前モデルからブロー
バイの取り出し方向
が変更になっていま
す。このバイクはレー
ス車両なのでオイル
キャッチタンクが装備
されています。

画像の位置にＴ－
ＲＥＶを取り付けま
す。エアクリーナＢ
ＯＸに干渉しないよ
うに注意します。

干渉するようならス
ポンジを張るなど
の工夫が必要です。



☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲ ０７～☆☆ ＣＢＲ６００ＲＲ ０７～
オイルキャッチタンク無しオイルキャッチタンク無し

ＣＢＲ６００ＲＲ０７～も同じくシフトダ
ウン時のリアタイヤのホッピング解
消や中速域の加速向上などの効果

が体感できます。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンク・
エアークリーナー
BOXを外すとシ

リンダーヘッドカ
バーからブロー
バイホースがあ
ります。

T-REVの向きを

良く確認してブロー
バイホースにか
ませてください。



☆☆☆☆ CBR600FCBR600F

ガソリンタンク・イグニッションコイルを
外すとブローバイホースが見えます。
これをカットしT-REVを装着。

2011年の新型マシン

ブローバイ径 φ12

シム板 0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆ XRXR６００６００

エアークリーナーボックスを取り外
していた為簡単に装着できました。

ブローバイ径 φ

シム板 0.07㎜

¥26,000-（税別）

ブローバイホースとフィルターの間に
T-REVを装着するだけです。
見せる事が出来たのでホースやT-
REVのカラーにもこだわりました。



☆☆シルバーウイングGT600

シート内のカバー
を外すとブローバ
イホースが見えま
す。

ブローバイホースを
カットし写真のように
取り付けます。

2009年以降モデル

ブローバイ径 φ14

シム板 0.07㎜

¥26,000-（税別）



☆☆ ＣＢ４００☆☆ ＣＢ４００ SUPER FOURSUPER FOUR

スポーツネイキッドモデル

ＣＢ４００SUPER FOUR

エンジンブレーキ軽減など減圧効
果は非常に体感できるモデルです。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

シート、タンクを外
して画像のイグナ
イターとステーを
取り外します。

エンジンヘッドか
らブローバイホー
スが後ろ向きに伸

びています。

ブローバイホー
スの間をカットし
てＴ－ＲＥＶを取
り付けます。

取り付け場所は
狭いですが問題
なく収まります。



☆☆☆☆CB400 SF/SBCB400 SF/SB 08~08~ TT--REVREVααシステムシステム

T-REVαシステム

CB400 SF/SB 08-

価格¥41,000-（税別）

商品番号：4170 JANコード：4580305171477

T-REV KIT KITホースの組み込み

スリーブφ9にKITホース①を繋ぎホース
バンド（9-16）スリーブφ12にLホースの長
い方を繋ぐ。ホースバンド（13-20）で固定。

IN側からφ9スリーブ・Tタイプ
Ⅱ・φ12スリーブ・T-REV・

φ12スリーブ

ガソリンタンクを外す。①

②

イグニッションコイルを外すとブローバイホースが見えます。
これを外す。



☆☆☆☆CB400 SF/SBCB400 SF/SB 08~08~ TT--REVREVααシステムシステム

③

T-REV KITのLホースをブローバイ出口に繋ぎ
ホースバンド（13-20）で固定。KITホース①をサ

ーモスタットの下を通し左側に出す。

左側のAISホースを先端から45㎜と55㎜

の位置でカット。

カットしたAISに3WAYジョイントを入れタイラップ
で固定。残った10㎜のホースは処分。

⑤ ⑥

3WAYジョイントにKITホース①を組みホース

バンドで固定。

④

⑧

KITホース②を組む。長い方をエアークリーナーBOX
・短い方をT-REV。

AISフレッシュエア導入

ホースにプラグを差し込み
ボルトのみ抜く。

⑦

⑨ 外した純正パーツを組んで完成です。



☆☆FORZA

左側のカウルを外すとブローバイホー
スが見えます。

このホースをカットしT-REVを取り付

けます。白枠の辺りが取り付けやす
いです。

ブローバイ径 φ12

シム板 0.07㎜

¥26,000-（税別）



☆☆ ＶＴＲ２５０☆☆ ＶＴＲ２５０

ホンダのＶツインエンジン

減圧効果が体感しやすい車両です。

ブローバイ径φ14

シム板0.07㎜

¥26,000-（税別）

シートとガソリンタンクを取り外して、エ
ンジンヘッドからエアクリーナーＢＯＸに
繋がっているブローバイホースをカット
して間にＴ－ＲＥＶを取り付けます。



☆☆☆☆ＶＴＲ２５０ＶＴＲ２５０ TT--REVREVααシステムシステム

T-REV αシステム VTR250 09‐

品番：4160 価格：¥41,000-（税別）

T-REV KIT

T-REVφ12のOUT側にU型ホースKIT・黒ホースを接続。

T-REVの向きに注意！！

サイドカウル・ガソリンタンク
を外す。

① ②

イグニッションコイル・AISを外すと

ブローバイホースが見えます。

HONDA VTR250 09－インジェクション車

T-REVとの相性が良く体感しやすい車種です。



☆☆☆☆ＶＴＲ２５０ＶＴＲ２５０ TT--REVREVααシステムシステム

③

純正AISホース（フロントバンク側）ソレノイドバルブ
側の曲りから50㎜と60㎜の位置でカット。

カットしたAISホースにKITホースを繋げ

タイラップで固定。

KITホースに合わせてブローバイホースをカット

し接続。タイラップで固定。

⑤ ⑥

T-REV IN側をKITホースに組みホースバンドで固
定。T-REV OUT側（黒ホース）をエアクリーナーボ

ックスに組み純正ホースクリップで固定。

④

⑧

AISを組む。 AISフレッシュエア導入ホースにプラグを差し

込みボルトのみ抜く。
外した純正パーツを組んで完成です。

⑦



☆☆ マグナ☆☆ マグナ250250

ホンダのVツインエンジンが搭載さ

れたアメリカンタイプのマシン。

ブローバイ径 φ9

シム板 0.07mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンクを外すとシリンダーヘッ
ドカバーからエアークリーナーBOX

に繋がるホースが見えます。このブ
ローバイホースをカットしマシン右
側に出しフレームにタイラップで固
定。Rバンクの前に組むとガソリンタ

ンクに隠れる事なく装着可能。



☆☆☆☆ CBR250R TCBR250R T--REVREV ααシステムシステム

T-REV αシステム

CBR250R

価格¥41,000- （税別）

別格の減圧効果を楽しめる

T-REVαシステム。

エンジンピックアップが向上し非
常に減圧効果が体感しやすい
当社一押しNEW減圧システム

です。

4120 T-REVαシステム グリーン CBR250R 4580305169849
4121 T-REVαシステム レッド CBR250R 4580305162895
4122 T-REVαシステム ブルー CBR250R 4580305162901
4123 T-REVαシステム ブラック CBR250R 4580305162918
4124 T-REVαシステム シルバー CBR250R 4580305162925
4125 T-REVαシステム ゴールド CBR250R 4580305169856



☆☆☆☆ CBR250R TCBR250R T--REVREV ααシステムシステム

②排ガス浄化装置とソレノイドバルブを繋ぐホースを外す。
KITホースにメッシュホースブラックNO6を組みホースバンドで
固定。このKITのLホースをシリンダーヘッドカバーにφ12スト

レートホースをソレノイドバルブに組みホースバンドで固定。

③Lホース・TタイプⅡ・φ9スリーブ・T-REV・U
ホース・φ14ジョイント・純正ブローバイホースを
組む。T-REVの周りはホースバンド・純正ブロー

バイホースには純正のクリップを使用

①シートカウル・ガソリンタンクを外す。

④工程②で組んだメッシュホースとφ9スリーブを繋
ぎホースバンドで固定。Lホースをエンジンに純正ブ

ローバイホースをエアークリーナーに繋ぐ。フレーム
右側でホースをタイラップで固定。



☆☆ CRFCRF２５０２５０LL

クランクケースとエアクリーナBOXを繋ぐブロー

バイホースをカットし装着。

特に分解する事無く装着できます。

T-REV

ブローバイ径φ14

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆ ＸＲ－１００☆ ＸＲ－１００

取り付けスペースに余裕があり
取り付けやすいモデルです。

減圧効果も非常に体感できます。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

○印のブローバイラインの途
中をカットして取り付けます。



☆ エイプ１００☆ エイプ１００

ホンダエイプ１００サーキット仕様車

取り付けスペースにも余裕があり取
り付け易い車種です。

減圧効果も非常に体感できます。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

オイルキャッチタンク装備車両の
取り付け例。



☆ モンキー カスタムマシン☆ モンキー カスタムマシン

純正ブローバイ径路の他に追加したブ
ローバイ径路もあり。サイドカバー（R）

の中にオイルキャッチタンクあり。

ブローバイ径路がまとまったオイル
キャッチタンクの後方にT-REVを装着。

ホースや取付位置の工夫次第でカスタ
ムにも使えます。

ホンダの売れっ子マシン。モンキーの
カスタムマシン。排気量が上がりブロー
バイガスの発生量が多く、T-REVの

効果は大きく絶賛して頂けるマシン。

ブローバイ径 φ9

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆☆ グロムグロム

取り付けスペースにも余裕があり取り
付け易い車種です。

減圧効果も非常に体感できます。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

エンジン右側から出たブローバイホース
に上向きに取り付けます。
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