
☆ 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

輸入車輸入車



☆☆☆☆ ＢＭＷＢＭＷ S1000RRS1000RR

鈴鹿8耐やSBKで活躍している

BMWのスーパースポーツ

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンクカバー・シー
トガソリンタンクを外すとブ
ローバイホースが見えます。
エンジンブロックにT-REV

が干渉する恐れがありま
す。スポンジなどを貼って
対応してください。

ブローバイホースをカット
してT-REVを装着。外し

た純正部品を組む付けれ
ば完成です。左サイドカウ
ルを外すと取付けやすい
です。



☆☆☆☆ BMWBMW S1000RR TS1000RR T--REVREVααシステムシステム

ガソリンタンク・エアークリーナーBOXを取り外しA/Iのホースを

取り外します。

① ②

A/Iのホースをヒートガンで温めてホースのみ外します。

T-REV KITの組み方

スリーブφ14・TタイプⅡ・スリーブφ9・T-REV本
体・スリーブφ14の順で組む。T-REVとクランクケ

ースの干渉部分にスポンジを貼る。

S1000RR T-REVαシステム

品番：4810 価格¥47,000-（税別）



⑤ ⑥

⑦

STDブローバイホースをカットしエンジン側からT-REV IN側スリー
ブφ14・スリーブφ9LにLホース・T-REV OUT側にブローバイホー

スを差し込み装着。

KITホースをサーモスタットの左側を通し後ろ向きにホースを出しま
す。このホースをメッシュホースNO6と繋げます。

エアークリーナーBOXを組み、黒ホースφ12にSTDホースコネク

ターを繋げタイラップで固定。外した部品を組んで完成です。

☆☆☆☆ BMWBMW S1000RR TS1000RR T--REVREVααシステムシステム
③

スロットル右側にメッシュホースNO6を通してA/IのホースKITを組み
ます。メッシュホースNO6にジョイントφ9を組みます。

④

3WAYジョイントにメッシュホースNO8・メッシュホースNO6・黒ホー
スφ12を組みホースバンドで固定。黒ホースφ12にプラグを入れ

ボルトのみ外す。



☆☆ BMW R1200SBMW R1200S

水平対向ボクサーエンジン

取り付けも簡単で減圧効果が
非常に体感できる車両です。

ブローバイ径φ22

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

○印の箇所がブロー
バイホースです。

このホースをカットし
てＴ－ＲＥＶを取り付

けます。

取り付けた画像

非常に簡単に取
り付けできる上に
外からも良く見え
るのでカスタム性
も高いです。



☆☆ BMW R1200GSBMW R1200GS

水平対向DOHCボクサーエンジン

取り付けも簡単で減圧効果が非
常に体感できる車両です。

ブローバイ径φ22

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

○印の箇所がブロー
バイホースです。

このホースをカットし
てＴ－ＲＥＶを取り付

けます。

取り付けた画像

非常に簡単に取
り付けできる上に
外からも良く見え
るのでカスタム性
も高いです。



☆☆ BMW R1200RBMW R1200R

水平対向ボクサーエンジン

取り付けも簡単で減圧効果が
非常に体感できる車両です。

ブローバイ径φ22

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

○印の箇所がブロー
バイホースです。

このホースをカットし
てＴ－ＲＥＶを取り付

けます。

取り付けた画像

非常に簡単に取
り付けできる上に
外からも良く見え
るのでカスタム性
も高いです。



☆☆ R1200GS 2013（水冷）

ガソリンタンクを外すと
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を写真のように割り

込ませます。付属のホー
スバンドで固定し外した
純正部品を組み完成で
す。（若干クランクケース
と干渉します。保護テー
プなどを使用する事を推
奨いたします）

2013年モデルR1200GS

水冷ボクサーエンジン
大きな効果が期待出来ます。

ブローバイ径φ16

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ BMW R1100SBMW R1100S

ガソリンタンクカバー・ガソリンタンク・
バッテリー・バッテリーケースの下
にブローバイホースがあります。バッ
テリーケースと干渉しやすい部分に
は耐熱シートなどで対応してくださ
い。

水平対向ボクサーエンジン

ブローバイ径φ16

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ BMW F800STBMW F800ST

並列２気筒８００ｃｃエンジン

取り付けにはタンクカバー、エ
アークリーナーＢＯＸを外して

取り付けます。

ブローバイ径φ14

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

○印の箇所がブロー
バイホースです。

このホースをカットし
てＴ－ＲＥＶを取り付

けます。

取り付けた画像

Ｔ－ＲＥＶ本体とフ
レームへの接触
を防止するため
にフレーム側に
スポンジを張るこ
とをお勧めします。



☆☆ BMW F650GSBMW F650GS

BMWのシングルエンジン

ブローバイ径φ9

シム板 0.07mm

¥26,000-（税別）

見えているブローバイホースをカットし
T-REVを装着するのみです。



☆ BMW F650ST

BMWのシングルエンジン

ブローバイ径φ9

シム板 0.07mm

¥26,000-（税別）

見えているブローバイホースをカットし
T-REVを装着するのみです。



☆☆ C 650 GT

ラジエターカバーを外し
ブローバイホースを写真
のようにカットします。

T-REV KITのOUT側に
U・LホースのU側を差し
ホースバンド（13-20）で

固定。

T-REV IN側にブローバイ
ホース・OUT側をエアーク
リーナーBOXに繋ぎ各ホー

スバンドで固定。ラジエター
カバーを取り付けて完成
です。

C650GT専用 T-REV KIT

グリーン 品番：4900 レッド 品番：4901

ブルー 品番：4902 ブラック 品番：4903

シルバー 品番：4904 ゴールド 品番：4905

価格 ¥30,000-（税別）



☆☆☆☆ TRIUMPMTRIUMPM DAYTONA 675DAYTONA 675

比較的に取り付けは簡単ですが、
取り付け位置周辺はスペースが
狭くT-REV組み込み時に他の

パーツの干渉・挟み込みに注意
してください。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

○印の箇所がブローバイ
出口です。

STDホースをカットし取り

付ける事が可能です。

T-REVの向きの確認をし、

組み込み時には周辺には
配線が多いので挟み込み
に注意！！



☆☆☆☆ DAYTONA 675DAYTONA 675 0606--1212 TT--REVREVααシステムシステム

ガソリンタンク・エアークリーナーBOXを取り外しA/Iのホ

ースを取り外します。

① ②

A/Iのホースを下のホースのようにカットし3wayジョイントを間

にいれ固定。左右のホースバンドのサイズが違うので注意。

③
スリーブφ9・TタイプⅡ・スリーブφ12・T-REV本体・
スリーブφ12の順で組む。下向きのφ12に黒ホース

を組む。

DAYTONA 675 T-REV αシステム
品番：4800 ￥41,000-（税別）



メッシュホースNO6をフレームの左側を通しT-REV IN
側スリーブφ9と繋げます。燃料ホースのロックが外れ

やすいです。装着後に確認を！！

⑤

⑥

メッシュホースNO6を3wayジョイントに繋げA/Iのホースを本
体に組みます。A/Iのもう一本のホースにプラグをいれボルト

のみ抜きます。外した部品を組んで完成です。

⑦

T-REVをスロットルの後ろ下辺りに入れ、黒ホー

スをブローバイタワーに繋げます。

☆☆☆☆ DAYTONA 675DAYTONA 675 0606--1212 TT--REVREVααシステムシステム

LホースとメッシュホースNO8をジョイントφ12を使って
つなげる。このメッシュホースNO8をT-REV OUT側に繋

げる。

④



☆☆ TRIUMPH THRUXTON900TRIUMPH THRUXTON900

垂直２気筒の９００ｃｃ

取り付けも非常に簡単でＴ－
ＲＥＶも非常に体感しやすい

バイクです。

ブローバイ径φ12

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

車体左側から見
た画像。

純正のブローバイ
ホースをカットして
取り付けます。

車体右側から
見た画像。

画像のバイクは
キャブ車です。



☆☆ TRIUMPHTRIUMPH スピードトリプルスピードトリプル

見える位置に取り付けができるの
でカスタムにも最適です。

ブローバイ径φ14

シム板 0.05mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンクの下に見えるホー
スをエンジン側のみ外しホースを
カット。T-REVを装着して完成で

す。



DUCATIDUCATI 専用専用アダプターアダプター

749/999/749/999/ＭＨＭＨ900900ee

空冷モンスター空冷モンスター

スーパースポーツスーパースポーツ

スポーツツーリングスポーツツーリング

スポーツクラシックスポーツクラシック

ETCETC。。。。。。

DUCATIDUCATI 専用アダプター専用アダプター

シム板0.07mm装着済み！！

圧入タイプⅠ・Ⅱ・ネジタイプ圧入タイプⅠ・Ⅱ・ネジタイプ

オイルセパレーター標準装備！！

￥35,000-（税別）

圧入タイプⅡ圧入タイプⅡ

圧入タイプⅠ圧入タイプⅠ 1198/1098 /8481198/1098 /848

ストリートファイターストリートファイター

ムルチィストラーダムルチィストラーダ12001200

モンスターモンスター11001100

ハイパーモタードハイパーモタード11001100

ネジタイプネジタイプ

圧入タイプⅢ圧入タイプⅢ

ディアベル専用ディアベル専用

ハイパーモタードハイパーモタード796796

モンスターモンスター696696

ディアベルディアベル



☆☆ DUCATIDUCATI 848 1098 1198848 1098 1198

ドゥカティスーバーバイクシリーズ

この車種は専用アダプタータイプに
なっているので純正品と取り替えて

取り付けます。

減圧効果が非常に体感できます。

車体右側から覗くとブローバイ出口
があります。

取り付けは純正品と入れ替えます。

T-REV 圧入タイプⅠ

¥35,000-（税別）



☆☆モンスター☆☆モンスター 696696

T-REV 圧入タイプⅢ

￥35,000-（税別）
シート・ガソリンタンクカバー・ガソリンタンク・フロントバンクのエキゾー

ストパイプを外す。

STDブローバイタワーは外す。

付属のブローバイタワーを組む。
ブローバイホースをカットしT-REVを装着し外し

たパーツを組んで完成です。

T-REVとの相性が良くエンジン始動性・ピックアップの

軽さ・エンジンブレーキの軽減・ギクシャク感の軽減が
体感出来ます☆

見える位置にも取り付け出来るのでカスタムにもご利
用ください！！



☆☆ DUCATIDUCATI モンスターモンスター

ドゥカティモンスターシリーズ

この車種は専用アダプタータイプになって
いるので純正品と取り替えて取り付けます。

減圧効果も非常に体感できます。

T-REV ネジタイプ

￥35,000-（税別）

車体右側から覗くとブローバイ出口の純正
アダプターあるので取り替えて取り付けます。

ネジ式なので簡単に取り付けできます。



☆☆ DUCATIDUCATI ムルチストラーダムルチストラーダ12001200SS

ドゥカティのツーリングモデル

差し込みタイプのＴ－ＲＥＶを使用
します。

アクセレーションがスムーズにな
り効果が体感できます。

T-REV 圧入タイプⅠ

￥35,000-（税別）

車体右側から覗くとブローバイ出
口の純正アダプターがあるので取

り替えて取り付けます。



☆☆ DUCATIDUCATI モンスターモンスター Ｓ４ＲＳ４Ｒ

モンスターシリーズ水冷エンジン

ネジ式タイプＴ－ＲＥＶを使用

T-REV ネジタイプ

￥35,000-（税別）

リアブレーキオイルタンクを外して作
業すれば簡単に取り付けができます。



☆☆ DUCATIDUCATI 900SS900SS

減圧効果が高く空ぶかしでの変化
も感じていただきました。

T-REV ネジタイプ

￥35,000-（税別）

純正ブローバイタワーと取り替え
ます。ネジ式になっていますので
回して緩めるだけで、周辺部品を

外すこと無く取り外せます。



☆☆ DUCATIDUCATI GT1000GT1000

取り付けスペースが広く良く見えるので作業は簡単です。カスタムにも最適です。

T-REV ネジタイプ

￥35,000-（税別）



☆☆☆☆ DUCATIDUCATI ディアベルディアベル

T-REV

ディアベル専用 T-REV KIT

￥35,000-（税別）

ガソリンタンクを外しブローバイホースを抜くとSTD
バルブがあります。マフラーカバー・外してSTDバル

ブを取り出します。

ブローバイホースをカットしT-REVを装着。

外から見えるタイプです。カスタム
としてもご利用ください。



☆☆ apriliaaprilia RSV4RSV4

2010年のワールドスーパー

バイクのチャンピオンマシン。
Apriliaのノウハウを詰め込んだ

スーパースポーツマシン。

ブローバイ径 φ12

0.05mm

¥26,000-（税別）

クランクケースカバー（L）の上

を通るホースが純正ブローバ
イホースです。これをカットし
てT-REVを装着。干渉時は耐

熱シートなどで対応してくださ
い。



☆☆☆☆ apriliaaprilia スポーツシティースポーツシティー

アプリリアの250ccのスクーター

ブローバイ径 φ12

シム板 0.07mm

¥26,000-（税別）

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ホー
スをカットいてT-REVを装着します。



☆☆☆☆ HarleyHarley XL1200NXL1200N カスタムカスタム

エアークリーナーを外し2本

あるブローバイホースをは
ずします。

T-REV・TタイプⅡ・追加ス

リーブを組んだ物を写真の
ように組みます。

赤○にフロントバンクのブ
ローバイ径路。

青○にリアバンクのブロー
バイ径路。

黄色○にスロットルに戻る
経路。

余ったスロットルに戻る経
路はキャンセルします。

Harley

スポーツスター XL1200N ナイトスター

空ぶかしで分かるぐらいふけ上がりが
軽くなりました。

見える所に付けれるのでカスタムにも適
しています。

ブローバイ径 φ9 0.07mm

TタイプⅡ

スリーブ



☆☆☆☆ MVMVアグスタアグスタ F4F4 ~09~09

イタリアの高級スーパースポーツ。

ブローバイ径 φ14

0.05mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンクを外すを赤○のブロー
バイホースが見えます。

エアークリーナーから下に下がったホース
は右に曲がった辺りをカットしT-REVを装

着します。



☆☆☆☆ MVMVアグスタアグスタ F4F4 10~10~

T-REVのIN側からスリーブφ16・T-REV・
Lタイプ・スリーブφ16の順で組む。

写真のようにT-REVにスポンジを貼ります。

① ②

③

ガソリンタンクを外しブロー
バイホースを外します。

L・Lホースの細い方にホースジョイント
φ12・黒ホースを差込みタイラップで固定。

T-REVのIN側にLホースの短い方を差込む。OUT側に
工程②で作ったKITホースを差し込む。ホースバンド
（16-25）で固定。

MVアグスタ F4 10- 専用 T-REV

グリーン 品番：4910 レッド 品番：4911

ブルー 品番：4912 ブラック 品番：4913

シルバー 品番：4914 ゴールド 品番：4915

価格 ¥35,000-（税別）



☆☆☆☆ MVMVアグスタアグスタ F4F4 10~10~

④ ⑤

⑥

フレームにスポンジを貼る T-REVをエンジンに組む。

⑦

ガソリンタンクを組む時にタンクの右下辺りがT-REVを干

渉します。保護シートをご利用ください。
外したパーツを組んで完成です。

T-REV OUT側のホースはなるべく

前方にいれてください。



☆☆☆☆☆☆ KTMKTM RC8 RRC8 R

シート・ガソリンタンク・サイドカバーLを外すとブローバイ
ホースが見えます。エアクリーナーBOXに接続されてい
る方のホースをカットしT-REVを装着してください。

サイドカバーとT-REVが干渉しサイドカバーがキレイに

収まらないので干渉部をカットすることをお勧めします。

低速域でのギクシャク感も薄まり、エンジン
のザラツキも減ってスムーズなフィーリン

グになります。

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm
ツインですがブローバイガスの俳出圧が弱いため0.05mmを推奨。

¥26,000-（税別）

＊年式・仕様の違いなどでブリーザーラインが異なることがあります。ご確
認ください。



☆☆☆☆ DUKEDUKE９９０９９０

ブローバイホースにあるSTD減圧バルブとT-
REVを入れ替えます。

純正装備されている減圧バルブと入れ
替えるだけです。

効果もよりスムーズになり体感しやすく
相性が良いマシンです。

ブローバイ径φ14

シム板 0.07mm

¥26,000-（税別）
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