
☆ 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



☆☆☆☆ ZZRZZR--14001400 ZXZX--14R14R

カワサキハイパワーＢＩＧバイク

アクセレーションがスムーズになり
ギクシャク感が軽減されます。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

車体左側のカウリングを外すと画像の
位置にブローバイホースが見えます。

このホースをカットして取り付けます。



☆☆ ZZR1400 T-REVαシステム

T-REVαシステム
ZZR1400

品番：4750 価格：¥47,000-（税別）

A/I KITホース

A/Iホース①と②を3WAYジョ
イント13・13・8.5で繋ぎタイラッ

プで固定。

スリーブφ9にメッシュホース
NO6 350mm。スリーブφ12に
L・Uホース。スリーブφ14にL

ホースの長い方を差込み各
ホースバンドで固定。

IN側からスリーブφ9・Tタイプ
Ⅱ・スリーブφ12・T-
REV0.05mm・スリーブφ14の

順で組む。

T-REV KIT ホースT-REV

左右のサイドカウル周り・右側のA/Iキャップを外し
純正A/Iホースを取り外します。ブローバイホースも外し

ます。

① ②

右側のA/Iキャップを逆向きで

組みなおします。

③

純正A/Iフレッシュエアホースを写真のようにカットしプラ
グを差込みボルトのみ抜きます。間に3WAYジョイント
13×13×8.5を組みタイラップで固定。
A/I KITホース（別紙を参照）をソレノイドバルブに組み
込み、黒ホースφ9で純正A/Iフレッシュエアホースと繋

げます。ホース接続部はタイラップで固定。



☆☆ ZZR1400 T-REVαシステム

車体の左側からT-REV KITホース（別紙を参照）を入れ組ま
す。U型ホースをブローバイガス出口・Lホースをエアークリー

ナーに差込み、純正のホースクランプで固定。サブフレームを
外すと作業を行いやすいです。

車体の右側に出てきたメッシュホースをA/I KITホース
の3WAYジョイントに繋げます。

⑤ ⑥

A/I KIT ホースをエンジンに組む。

④

⑧

エンジンに組んだA/I KIT ホースをタイラップで固定。

ソレノイドバルブのカプラーを
差込みます。

外した純正パーツを組んで完
成です。

⑦



☆☆ Ninja ZX-14R T-REVαシステム

T-REVαシステム
Ninja ZX14R

品番：4730 価格：¥47,000-（税別）

A/I KITホース

A/Iホース①と②を3WAYジョ
イント13・13・8.5で繋ぎ、反
対側に黒ホース・3WAYジョ
イント12・12・12を写真のよ

うに繋ぐ。タイラップで固定。

T-REV KIT ホース

スリーブφ9にメッシュホース
NO6 330mm。スリーブφ12に
L・Uホース。スリーブφ14にL

ホースの長い方を差込み各
ホースバンドで固定。

T-REV

IN側からスリーブφ9・Tタイ
プⅡ・スリーブφ12・T-
REV0.05mm・スリーブφ14

の順で組む。

左右のサイドカウル周り・右側のA/Iキャップを外し
純正A/Iホースを取り外します。ブローバイホースも外します。

①

②

右側のA/Iキャップを逆向きで組みなおします。#3プラグキ

ャップの向きを変更。



☆☆ Ninja ZX-14R T-REVαシステム
③

純正A/Iホースのフレッシュエアホースを写真のようにカット

しプラグを差込みボルトのみ抜きます。
A/I KITホース（別紙を参照）をソレノイドバルブに組み込み

ます。ホース接続部はタイラップで固定。

車体の左側からT-REV KITホース（別紙を参照）を入れ組ます
。U型ホースをブローバイガス出口・Lホースをエアークリーナ

ーに差込み、純正のホースクランプで固定。サブフレームを外
すと作業を行いやすいです。

車体の右側に出てきたメッシュホースをA/I KITホースの
3WAYジョイントに繋げます。

⑤ ⑥

A/I KIT ホースをエンジンに組む。

④

⑧

エンジンに組んだA/I KIT ホースをタイラップで固定。

ソレノイドバルブのカプラーを差
込みます。

外した純正パーツを組んで完成
です。

⑦



☆☆☆☆ ZXZX--12R12R 0202年式年式

カワサキハイパワーＢＩＧバイク

アクセレーションがスムーズになり
ギクシャク感が軽減されます。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

タンクを上げ車体左側にあるブ
ローバイホースをカットして取り

付けます。

（注）ブローバイホースのエンジ
ン側を外すと取り付けが困難な

ので注意が必要です。



☆☆☆☆ ZZRZZR--11001100

ガソリンタンクを開けブローバイホースを外すと、
青○の部分が抜く事が出来るので抜いたところ
にT-REVを装着。

ブローバイホースを車体に取り付ける。

ホースカットの必要が無く比較的
簡単に装着可能な車種です。

ZZR1100専用T-REV（異形タイプ）

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ Ninja1000Ninja1000（（Z1000Z1000））20102010～～
シート・サイドカウル・ガソリンタ
ンクを外すとブローバイホース
が見えます。赤○のホースを外
してください。リヤサスペンショ
ンの左にあるレギュレータのス
テーを、外した方が作業しやす
いです。

ブローバイホースをカットしてT-REVを装着。しっかり

付属のホースバンドで固定。

写真のように取り付け、純正ホー
スバンドで固定。後は外したパー
ツを組んで完了です。

カワサキハイパワーＢＩＧバイク

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ Ninja1000Ninja1000（（Z1000Z1000））20102010～～
TT--REVREVααシステムシステム

T-REV αシステム
Z1000 10 ～

￥47,000-（税別）

品番：4720

＊注意＊Z1000 2010年・2011年式の東南アジア仕様はKITの仕様が
異なります。お問い合わせください！！

⑤

ガゾリンタンク・エアークリーナーBOXを取り外し
A/Iを取り外します。

① ②

ソレノイドバルブにφ12 35mmホースと12×12×9
のジョイント ・φ9 140mmホースを繋げます。タイ

ラップで固定。

③

φ9 140mmホースに9×9×9ジョイントを繋げます。こ
れにφ9 35mmのホース 繋げ、φ9 35mmに
12×12×9のジョイント を繋げます。タイラップで固定。

④

A/Iのホースにプラグを入れ

ボルトのみ外します。

STD A/Iのホースを先端から35mm ・10mmでカットし、
12×12×9のジョイント を繋げます。タイラップで固定。



☆☆☆☆ Ninja1000Ninja1000（（Z1000Z1000））20102010～～
TT--REVREVααシステムシステム

ブローバイホースをカットしT-REVの
OUT側 ・Lホースの短い方をφ16スリ

ーブにつなげます。

⑥

⑧

⑦

9×9×9のジョイントにφ9
560mmを繋げたいラップで固定し、
このKITをエンジンに組みます。

外したパーツを組んで完成です。

⑨

ABS装着車では左側

からの作業する必要
があります。

φ9 560mmホースをスロットルセンサー下から後ろ側に出
しφ9スリーブにつなげます。ホースバンド（9-16）で固定。

Lホースをエンジンに繋げホースバンド（16-25）で固定。ブローバイホースを上に向けて出して
おきます。エアークリーナーBOXを組んだ際に繋げで純正ホースバンド固定してください。



☆☆☆ ＺＸ－１０Ｒレース用キャッチタンク有り☆☆☆ ＺＸ－１０Ｒレース用キャッチタンク有り

レース仕様車両

キャッチタンクが装
着されているため
にスペースが非常
に狭くて取り付け
には工夫が必要。

○印のＴ型アダプ
ターを使えば狭
い場所でもタイト
なパイピングを可
能にします。

キャッチタンクが装備されていなく
てもスペース的に狭く工夫が必要

です。

Ｌ型ジョイント等を使用して取り付
けることをお勧めします。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ ZXZX--10R10R 0808～～1010

ガソリンタンクを外し、
ブリーザーホースを取
り出し、T-REVを割り

込ませる。

エンジンブレーキが軽減され、
ドン突き感がマイルドになりま

した。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

向きを間違わないよ
うにエンジンに組み
完成です。



☆☆☆☆ ZXZX--10R10R 1111～～
ガソリンタンクを外します。
赤○がブリーザーホース
です。

エアークリーナーBOX・ス

ロットルボディーを外しま
す。

純正ブローバイホースを
カットしT-REVを装着。

Kawasakiの2011年モデルの

スーパースポーツタイプ。

2011年 スーパーバイク世界
選手権 第10戦 ドイツ大会で

の優勝マシン。

ブローバイ径φ14

0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ ZXZX--10R 1110R 11～～TT--REVREV ααシステムシステム
A/I KITホース

KITホースの3WAYジョイ
ント13・13・8.5にφ9ホース
45mm・3WAYジョイント9・
9・9・Lホースを写真のよう

に繋ぐ。タイラップで固定。

T-REVKITホース

スリーブφ9にメッシュホー
スNO6 520mm。IN側スリー
ブφ14にφ14ホース35mm。
OUT側スリーブφ14にLホー

スの短い方を差込み各ホー
スバンドで固定。

T-REV

IN側からスリーブφ9・Tタ
イプⅡ・スリーブφ14・T-
REV0.05mm・スリーブ
φ14の順で組む。

シート・ガソリンタンク・エアー
クリーナーBOX・スロットルボ
ディを外し純正A/Iホースを取

り外します。ブローバイホー
スも外します。

① ②

エンジンヘッドカバー左側のA/Iキャップを外しKIT
ホースのUホースを差し込みホースバンド（13－20）

で固定。逆向き（左向き）にしてエンジンに組みなお
します。

T-REV αシステム

ZX-10R 11～

品番：4740 価格￥47,000-（税別）



☆☆☆☆ ZXZX--10R 1110R 11～～TT--REVREV ααシステムシステム
③

純正A/Iホースのフレッシュエアーホースを写真のようにカ
ットし3WAYジョイント（13×13×8.5）を組み込みます。ホー

ス接続部はタイラップで固定。

ゴムカバーにあるA/Iキャップの出口から黒ホースを出しプラ
グキャップのカプラー差込口から3WAYジョイント（9×9×9）

側を出す。

A/Iホースのフレッシュエアーホースをソレノイドバルブに組み
込み。各部タイラップで固定。A/Iホースのエアークリーナー
BOX側にプラグφ13×φ3を入れボルトのみ抜く。

⑤ ⑥

T-REV KIT ホースをエンジンに組む。エンジン側は純正ホー

スクリップで固定。

④

⑧

T-REV KIT ホースのメッシュホースNO6をスロットル右側を通
してA/I KIT ホースの3WAYジョイント（9×9×9）に組む。ホー
スバンド（9-16）で固定。

スロットル・エアークリーナー
BOXを組みT-REV OUT側の

ホースは純正クリップで固定。
外した純正パーツを組んで完
成です。

⑦



☆☆☆☆ ニンジャＺＸー９ＲニンジャＺＸー９Ｒ‘‘BB型型

スペース的にも取り付けやすい
モデルで低回転域からのアクセ
レーションが向上し、ギクシャク

感が軽減されます。

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

クランクケースからエアクリーナ
ＢＯＸに入っているブローバイホー
スの途中に純正内圧バルブがあ

ります。これと取替えます。



☆ ニンジャＺＸー９Ｒ☆ ニンジャＺＸー９Ｒ‘‘Ｃ型Ｃ型

スペース的にも取り付けやすい
モデルで低回転域からのアクセ
レーションが向上し、ギクシャク

感が軽減されます。

ブローバイ径φ14

シム板0,05mm

¥26,000-（税別）

クランクケースからエアクリーナ
ＢＯＸに入っているブローバイホー
スの途中をカットして取り付けま

す。



☆☆☆☆ ZXZX--９９RR’’EE型型

通常は写真左の純正ブローバイホースをカットし
T-REVを取り付けるのみ。

右はT-REVを見えるように装着した例です。下

の写真のように見えるように組む事も可能です。

（別途ホース周辺パーツが必要です。）

スペース的にも取り付けやすい
モデルで低回転域からのアクセ
レーションが向上し、ギクシャク

感が軽減されます。

ブローバイ径φ14

シム板0,05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ ZXZX--6R6R 0909～～

エンジンのマイルド感が出て非常に走り
やすくなります。

T-REV

Φ16 0.05mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンクを上げクランクケース
からエアクリーナーBOXにつながる
ブローバイホースをカットしT-REV

を装着。



☆☆ ＺＲＸ☆☆ ＺＲＸ11001100・・12001200KITKIT（（DAEGDAEGを除く）を除く）

ブローバイ径ＩＮ側φ12 ＯＵＴ側φ16

シム板0.05mm

ZRX-1100・1200専用 T-REV KIT

¥28,800-（税別）

商品コード

グリーン：4610

レッド：4611

ブルー：4612

ブラック：4613

シルバー：4614

ゴールド：4615

①

エアクリーナー
BOXの下にブロー

バイﾎｰｽがありま
す。青○はブロー
バイﾎｰｽ赤○がブ
ローバイガスの出
口です。ブローバ
イﾎｰｽをエンジン
から抜き、写真の
様に外向きします。

② U・L型ホースのL

側をエンジンに差
込みホースバンド
（16-25）で固定。
エンジン側にビー
ドが無いので抜け
やすいです。しっ
かり止めてくださ

い。

③

＊注意＊
純正ﾎｰｽが劣化しているとﾎｰｽが抜ける恐れもあります。確認した上でT-REVを取り付

けてください。

純正ﾎｰｽが劣化している場合は交換をオススメします。

④ U・L型ホースにT-
REVのIN側を差

込み、純正ブロー
バイホースにT-
REVのOUT側を

差込みホースバン
ドで固定。

ガソリンタンクを外しエアクリーナーBOXサイドカバーＬを外します。

⑤

⑥

組んだT-REV

の上に両面テー
プを張ります。

張った両面テープでT-
REVをエアクリーナー
BOXサイドカバーの下

に固定。



☆☆☆☆ ZRX1100ZRX1100・・12001200 SP KITSP KIT（（DAEGDAEGを除く）を除く）

①

エアクリーナーBOXの下にブローバイﾎｰｽがありま

す。青○はブローバイホース赤○がブローバイガス
の出口です。ブローバイホースをエンジンから抜き、
写真の様に外向きします。

②

③

ガソリンタンクを浮かしエアクリーナー
BOXサイドカバーＬを外します。

⑤ ⑥

オイルフィラキャップをブローバイ取り
出しアダプターに交換する。

T-REV KIT（別紙参考）の90°ホースをブローバイ
取り出しアダプターに接続。ホースバンド（13‐20）で

固定。干渉部にはスポンジで対応。

④

Lホースロングの短い方をメッシュホースブラッ
クNO10 240mm側に！！長い方をエンジンに
接続。接続部はホースバンド（16－25）を使用。

メッシュホースブラックNO10 430mmと純正ブロー

バイホースを異形ジョイントで繋げてホースバン
ド（16－25）で固定。外した純正パーツを組んで

完成です。

＊注意＊
純正ﾎｰｽが劣化しているとﾎｰｽが抜ける恐れもあります。確認した上でT-REVを取り付けてください。

純正ﾎｰｽが劣化している場合は交換をオススメします。



☆☆☆☆ ZRX1100ZRX1100・・12001200 SP KITSP KIT（（DAEGDAEGを除く）を除く）

品番 商品名 税別 JANコード
SP-4610 T-REV ZRX1100/1200専用SPフルキット グリーン \48,000 4580305171941
SP-4611 T-REV ZRX1100/1200専用SPフルキット レッド \48,000 4580305171958
SP-4612 T-REV ZRX1100/1200専用SPフルキット ブルー \48,000 4580305171965
SP-4613 T-REV ZRX1100/1200専用SPフルキット ブラック \48,000 4580305171972
SP-4614 T-REV ZRX1100/1200専用SPフルキット シルバー \48,000 4580305171989
SP-4615 T-REV ZRX1100/1200専用SPフルキット ゴールド \48,000 4580305171996

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。

ZRX1100/1200専用 SP KIT

品番：4616 JANコード：4580305163526 ￥25,000-（税別）

このKITにはT-REV本体が付属させておりません。

＊サブフレーム装着車取り付け不可。

＊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SP-KIT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。



☆☆☆☆ ZRX1200ZRX1200 DAEGDAEG

ガソリンタンクの後ろ側を浮かしサイドカ
バー（L）を外します。エアークリーナー
BOXの下にあるL型純正ブローバイホー

スのエンジン側を外し、キャンセルプラグ
を入れボルトのみ外します。タイラップで
抜け防止でホースを絞めてください。

L型ホースロング・ジョイント・U型ホース・T-
REV・90℃ホース・ジョイント・L型ホースの順
で組みホースバンドで固定。T-REVにスポン
ジ張る。L型ホースロング・ジョイント部分はホー
スバンド16-25 を使用。T-REVは本体に付属

のホースバンドを使用。

L型ホースロングをエンジン側に差し込
みホースバンド（16-25）で固定。90℃ホー
スをエアークリーナーBOXの前にメクラ

栓で埋めている部分に差し込みホース
バンド(12-19）で固定。

T-REVをセカンダリーバルブのステー部分に

タイラップで固定。外した純正パーツを取り付
けて完成です。

＊T-REVをタイラップで固定する際にセカンダリーバルブの作動上問題の無

い所で固定してください。

人気のZRX1200DAEG

Φ12 0.05mm

¥26,000-（税別）

純正ホースが短いので取り付けキットが
必要！！

商品番号：4620 ¥3,800-（税別）

合計￥29,800-（税別）



☆☆☆☆ ZRX1200DAEGZRX1200DAEG SP KITSP KIT

ガソリンタンクを浮かしエアクリーナーBOXサイ

ドカバーＬを外します。

オイルフィラキャップをブローバイ取り出しアダプ
ターに交換する。

T-REV KIT（別紙参考）の90°ホースをブローバイ
取り出しアダプターに接続。ホースバンド（13‐20）で

固定。干渉部にはスポンジで対応。

Lホースロングの短い方をメッシュホースブラック
NO10 240mm側に！！長い方をエンジンに接続。

接続部はホースバンド（16－25）を使用。

メッシュホースブラックNO8 430mmをエアクリーナー
BOXの前にメクラ栓で埋めている部分に差し込みホー
スバンド13-20で固定。外した純正パーツを組んで完

成です。

エアークリーナーBOXの下にあるL型純正ブローバイ

ホースのエンジン側を外し、キャンセルプラグを入れボ
ルトのみ外します。タイラップで抜け防止でホースを絞
めてください。



☆☆☆☆ ZRX1200DAEGZRX1200DAEG SP KITSP KIT

＊サブフレーム装着車取り付け不可。

＊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 税別 JANコード
SP-4620 T-REV ZRX1200DAEG専用SPフルキット グリーン \48,000 4580305172009
SP-4621 T-REV ZRX1200DAEG専用SPフルキット レッド \48,000 4580305172016
SP-4622 T-REV ZRX1200DAEG専用SPフルキット ブルー \48,000 4580305172023
SP-4623 T-REV ZRX1200DAEG専用SPフルキット ブラック \48,000 4580305172030
SP-4624 T-REV ZRX1200DAEG専用SPフルキット シルバー \48,000 4580305172047
SP-4625 T-REV ZRX1200DAEG専用SPフルキット ゴールド \48,000 4580305172054

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。

ZRX1100/1200専用 SP KIT

品番：4621 JANコード：4580305163854 価格￥25,000-（税別）

このKITにはT-REV本体が付属させておりません。



☆☆☆☆ ZRX1200DAEG TZRX1200DAEG T--REVREV ααシステムシステム

ガゾリンタンクを取り外しA/Iを取り外します。 Rホースを74mmでカット。それを半分にカットし37mmの
ホースを2本作ります。Lホースは10mmでカットします。

カットしたホース・KITホースを組み込みます。

ホース接続部はタイラップで固定。
工程③で出来たKITにブラックメッシュホースNO6を組みま
す。ソレノイドバルブからエアクリーナーBOXを繋ぐホース

に穴ありプラグを入れる。

A/IのKITをエンジンに戻します。メッシュホースは#1
・#2のマニホールドの間を通しスロットルの下にまわ

します。

エアクリーナーBOXサイドカバー（L）を外します。エアーク
リーナーBOXの下にあるL型純正ブローバイホースのエン

ジン側を外し、キャンセルプラグを入れボルトのみ外します
。タイラップで抜け防止でホースを絞めてください。

T-REVαシステムに
ZRX1200DAEGも仲間入

り！！

サーキットで走らせたくなる
気持ち良さ！！



☆☆☆☆ ZRX1200DAEG TZRX1200DAEG T--REVREV ααシステムシステム

T-REV KITを組みます。（別紙参考）L型ホースロングをエンジン側に差し込みホース
バンド（16‐25）で固定。90℃ホース側ををエアクリーナーBOXの前にメクラ栓で埋め
ている部分に差し込みホースバンド12-19で固定。

#1・#2のマニホールドの間から下ろしたメッシュホー
スとTタイプⅡを接続。
T-REVをセカンダリーバルブのステー部分にタイラッ

プで固定。

＊T-REVをタイラップで固定する際にセカンダリーバルブの作動上問題の無い所で固定してください。

グリーン 商品番号：4710 JANコード：4580305163656
レッド 商品番号：4711 JANコード：4580305163663
ブルー 商品番号：4712 JANコード：4580305163670
ブラック 商品番号：4713 JANコード：4580305163687
シルバー 商品番号：4714 JANコード：4580305163694
ゴールド 商品番号：4715 JANコード：4580305163700

T-REV αシステム

ZRX1200DAEG

¥47,000-（税別）

【キットの組み立て】

LホースKITのジョイントとUホースの長い方を繋げる。
Uホースの短い方にT-REV IN側を繋げる。T-REVの
OUT側にはKITホースのグレーホース側をつなげる。
T-REVとの接続にはホースバンド（13-20）を使用。

T-REV KIT



☆☆☆☆ ZRX1200DAEGZRX1200DAEG
TT--REVREV ααシステムシステムSP KITSP KIT

ガゾリンタンクを取り外しA/Iを取り外します。 Rホースを74mmでカット。それを半分にカットし37mmの
ホースを2本作ります。Lホースは10mmでカットします。

カットしたホース・KITホースを組み込みます。

ホース接続部はタイラップで固定。
工程③で出来たKITにブラックメッシュホースNO6を組みま
す。ソレノイドバルブからエアクリーナーBOXを繋ぐホース

に穴ありプラグを入れる。

A/IのKITをエンジンに戻します。メッシュホースは#1
・#2のマニホールドの間を通しスロットルの下にまわ

します。

エアクリーナーBOXサイドカバー（L）を外します。エアーク
リーナーBOXの下にあるL型純正ブローバイホースのエン

ジン側を外し、キャンセルプラグを入れボルトのみ外します
。タイラップで抜け防止でホースを絞めてください。

T-REVαシステムに
ZRX1200DAEGも仲間入

り！！

サーキットで走らせたくなる
気持ち良さ！！

SP KITバージョン！！



☆☆☆☆ ZRX1200DAEGZRX1200DAEG
TT--REVREV ααシステムシステムSP KITSP KIT

オイルフィラキャップをブローバイ取り出しアダプター
に交換する。

KITホースのTタイプⅠにT-REVと90°ホースを接続ホースバンド（13-20）で固
定。3wayの先にメッシュホースNO10 115mm＋ダイレクトコネクターNO10。T-
REVのOUT側にANアダプターNO8・メッシュホースNO8 400mm＋ホースエンド
90°NO8を組みます。

Lホースロングの短い方をメッシュホースブラックNO10 115mm側に！！
（間にジョイントφ14を使用）長い方をエンジンに接続。

接続部はホースバンド（16－25）を使用。

メッシュホースブラックNO8 400mmをエアクリーナーBOXの前にメクラ栓で
埋めている部分に差し込みホースバンド（13-20）で固定。外した純正パーツ

を組んで完成です。

T-REV KITの90°ホースをブローバイ取り出しアダプ
ターに接続。ホースバンド（13‐20）で固定。干渉部に

はスポンジで対応。



☆☆☆☆ ZRX1200DAEGZRX1200DAEG SP KITSP KIT

＊サブフレーム装着車取り付け不可。

＊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 税別 JANコード
SP-4710 T-REVαシステムSPフルキットZRX1200DAEG グリーン \72,000 4580305172306
SP-4711 T-REVαシステムSPフルキットZRX1200DAEG レッド \72,000 4580305172313
SP-4712 T-REVαシステムSPフルキットZRX1200DAEG ブルー \72,000 4580305172320
SP-4713 T-REVαシステムSPフルキットZRX1200DAEG ブラック \72,000 4580305172337
SP-4714 T-REVαシステムSPフルキットZRX1200DAEG シルバー \72,000 4580305172344
SP-4715 T-REVαシステムSPフルキットZRX1200DAEG ゴールド \72,000 4580305172351

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。

αシステム SP KIT ZRX1200DAEG専用

商品番号：4718 JANコード：4580305163847 価格￥49,000-（税別）

このKITにはT-REV本体が付属させておりません。



☆☆☆ ＺＥＰＨＹＲ１１００☆☆☆ ＺＥＰＨＹＲ１１００
①

③

②

エアークリーナーを外すとネットが
あります。

作業するためにこのネットをカット
します。

エアBOX内をキレイに脱脂しブローバイホースをカットします。

ステーの高さがあるため短くなり過ぎないようにご注意ください。

カットしたブローバイホースにT-REVを組みホースバンドで固定。

外したパーツを組んで完成です。

T-REVと台座を両面テープで固定。向きにご注意ください。

台座下部にも両面テープをご利用ください。

T-REV ゼファーエアBOXタイプⅠ

ブラックのみ

品番：4667 JANコード：4580305172467

￥30,600（税別）



☆ ＺＥＰＨＹＲ１１００カスタム車両☆ ＺＥＰＨＹＲ１１００カスタム車両

エンジン側のブロー
バイ出口とフィラー
キャップからブロー
バイ取り出しアダ
プターを使用して
２系統からブロー
バイガスを抜いて

います。

キャブレターの交換などでエア
クリーナーＢＯＸを撤去したカス

タム車両の取り付け例

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

さらに２系統のホー
スをＴ－ＲＥＶに配
置するためにＴ型ジョ

イントを使用。



☆ ＺＥＰＨＹＲ１１００しゃぼん玉☆ ＺＥＰＨＹＲ１１００しゃぼん玉
カスタム車両カスタム車両

エンジンブローバ
イガス取り出し口
からＴ－ＲＥＶをダ
イレクトに配置し

ています。

キャブレターの交換などでエア
クリーナーＢＯＸを撤去したカス

タム車両の取り付け例

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

Ｔ－ＲＥＶの先はオイ
ルキャッチタンクに繋

がっています。



☆☆ ７５０７５０RSRS ＺⅡ カスタム直キャブ車ＺⅡ カスタム直キャブ車

ノーマルエアクリーナーＢＯＸを
撤去してる車両には簡単に取り

付けれます。

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

ノーマルのブローバイタワー
から出たブローバイホースに、
T-REVを挟むだけの簡単な

作業です。



☆☆ZEPHYRZEPHYR ７５０７５０ カスタム車両カスタム車両

使用パーツ

ブローバイ取り出しアダプターφ12・
90°ホース・ホースジョイントφ12・
メッシュホースNO8・ホースエンド

90°NO8・ANアダプターNO8・Tタ
イプⅠ・スリーブφ12・Lホース・T-

REV0.05mm・スリーブφ9・メッシュ
ホースNO6・ホースバンド（13-20）3

個・ホースバンド（10-16）2個

90°ホースはブローバイ取り
出しアダプター。Lホースは

ATDブローバイ取り出し口に
組みます。スリーブφ9にメッ
シュホースNO8を組み、オイ

ルキャッチタンクに戻した例
です。

＊KIT販売はしておりません。装着のついてはお問い合わせください。



☆☆ GPZGPZ７５０７５０ カスタム車両カスタム車両

エアークリーナーボックスを取り外し
ているので簡単に装着できます。

ＳＴＤエンジンではないので純正ブロー
バイ径とは異なります。

ブローバイ径 φ12

シム板 0.05㎜

¥26,000-（税別）

ブローバイ経路にT-REVを入れる

だけです。

ホースやホースバンド次第で個性
的なカスタムも可能！！



☆☆ ER6ER6ｎｎ 20122012～～ NINJA650NINJA650

STDブローバイホースを抜きKITを作る。
STDホース側がエンジンに。Lホース側
はエアクリーナーBOXにつなげます。

車体右側のフレームにタイラップ2本を使っ

て固定します。

＊STDブローバイホースが劣化している場合は交換をオススメします。

ER6ｎ 系 2012～専用 T-REV KIT

グリーン 品番：4630 レッド 品番：4631

ブルー 品番：4632 ブラック 品番：4633

シルバー 品番：4634 ゴールド 品番：4635

¥28,800-（税別）



☆☆ W800W800

Lサイドカウルを外しブロー

バイホースを取り外します。

LホースショートとUホホースを
ホースジョイントφ14で繋げタイ

ラップで固定。

前工程で出来たホースのUホー
スをT-REV IN側に繋げホース
バンド（13-20）で固定。

① ③

④ ⑤

②

＊クランクケースとの干渉部分にスポンジなどで保護することをオススメ致します。

エンジンに組む。純正ホースク
リップで固定。外した部品を組

んで完成です。

⑥

LホースロングとUホースロン

グの短い方をホースジョイント
φ14で繋げタイラップで固定。

前工程で出来たホースのUホー
スをT-REV OUT側に繋げホー

スバンド（13-20）で固定。

Φ12 0.07mm
¥26,000-（税別）

取り付けキット必要

品番：4651

¥3,800-（税別）

合計¥29,800-（税別） ●一部W650の写真を使用しております。ご了承ください。



☆☆ W650W650

Lサイドカウルを外しブロー

バイホースを取り外します。
LホースショートとUホホースを
ホースジョイントφ14で繋げタイ

ラップで固定。

前工程で出来たホースのUホー
スをT-REV IN側に繋げホース

バンド（13-20）で固定。

① ③

④ ⑤

②

＊クランクケースとの干渉部分にスポンジなどで保護することをオススメ致します。

エンジンに組む。純正ホースク
リップで固定。外した部品を組

んで完成です。

⑥

LホースロングとUホホースを
ホースジョイントφ14で繋げタ

イラップで固定。

前工程で出来たホースのUホー
スをT-REV OUT側に繋げホー

スバンド（13-20）で固定。

Φ12 0.07mm
¥26,000-（税別）

取り付けキット必要

品番：4650

¥3,800-（税別）

合計¥29,800-（税別）



☆☆☆☆☆☆☆☆ ER6f ER6n~2011 Ninja650RER6f ER6n~2011 Ninja650R

カワサキスポーツツアラーモデル

パラレルツインＥ／ＧでＴ－ＲＥＶ減圧
効果が体感しやすいモデルです。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

取り付けスペースが狭くエアクリーナー
ＢＯＸ内に取り付けます。

取り付けに関してはお問い合わせ下さ
い。



☆☆☆☆ZEPHYR 750ZEPHYR 750・・400400

シート・エアクリーナーフィルターを外しT-REVを組みます。
T-REV下側面にしっかり脱脂してから両面テープで固定して

ください。 ＊両面テープは当社では販売しておりません。

T-REVのIN側からスリー
ブφ9・Lタイプ・T-
REV0.05mmを組みま

す。

T-REV ゼファーエアBOXタイプⅡ

ブラックのみ

品番：4668 JANコード：4580305172474

￥27,600（税別）



☆☆☆☆☆☆☆☆Ninja400RNinja400R

カワサキスポーツツアラーモデル

パラレルツインＥ／ＧでＴ－ＲＥＶ減圧
効果が体感しやすいモデルです。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

取り付けスペースが狭くエアクリーナー
ＢＯＸ内に取り付けます。

取り付けに関してはお問い合わせ下さ
い。



☆☆☆☆ ZZR400ZZR400 9393--9999

ツアラー ZZR400

ブローバイ径 φ12

シム板 0.05mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンクを外してすぐのところにブロー
バイホースがあります。ホースをカットして
T-REVをつければ完成です。



☆☆☆☆ Ninja250RNinja250R （（～～1212））

TT--REVREVααシステムシステム

グリーン 商品番号：4700 JANコード：4580305163199
レッド 商品番号：4701 JANコード：4580305163205
ブルー 商品番号：4702 JANコード：4580305163212
ブラック 商品番号：4703 JANコード：4580305163229
シルバー 商品番号：4704 JANコード：4580305163236
ゴールド 商品番号：4705 JANコード：4580305171101

T-REV αシステム

Ninja250R（～12）

¥41,000-（税別）

より一層効果を発揮させる

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。



☆☆☆☆ Ninja250RNinja250R（～（～1212））

TT--REVREVααシステムシステム
シート・サイドカウルL・を外す。

STDブローバイホースを
取り外します。

A/Iのエンジン側の抜きホースの中にプラグをいれTジョイントを組みます。
（ホースバンド13-20で固定）

メッシュホースNO8を車体左側から後ろに回し写

真のように取り回します。

Lホースをエンジン側に！！ （ホースバンド16-25で
固定）メッシュホースNO6をエアクリーナーBOXに
組みます。 （ホースバンド10-16で固定）

上から下ろしてあったメッシュホースNO8をスリー
ブφ12に組みます。 （ホースバンド13-20で固定）

Tジョイントの反対側にはメッシュホースNO8・下向きにはφ12ストレート40mm
を組み、ソレノイドバルブを車体右側に逃がします。 （ホースバンド13-20で固

定）

Lホース スリーブφ16
TタイプⅡ スリーブ

φ12 T-REV スリーブ
φ9 メッシュホースNO6

を組みます。



☆☆☆☆ Ninja250Ninja250（（1313～）～）TT--REVREV取付け取付けKITKIT

NINJA250 13～

専用取付けキット

品番：4640 ¥2,800-（税別）

合計¥28,800-

T-REVφ12 0.07mm

¥26,000-（税別）

Lサイドカウルを外しブロー

バイホースを取り外します。

純正ブローバイホースとUホース大の長い方

をホースジョイントで繋げタイラップで固定。

Uホース小の短い方をT-REV IN側
に繋げホースバンド（13-20）で固定。

前工程で作ったKITホースをT-REV OUT
側に繋げホースバンド（13-20）で固定。

エンジンに組み純正ホースク
リップで固定。

①

③ ④

⑤

②

＊クランクケースとの干渉部分にスポンジなど
で保護することをオススメ致します。

T-REV OUT側のUホースとセルモーターの配線をタ

イラップで固定。外した部品を組んで完成です。

⑥



☆☆☆☆ Ninja250Ninja250 （（1313～）～）

TT--REVREVααシステムシステム

T-REV αシステム

Ninja250 13~

価格¥41,000-（税別）

A/I KITホースT-REV

IN側からスリーブφ12・TタイプⅡ・
スリーブφ9・T-REV0.07mm・スリー
ブφ12の順で組む。

U・Lホースと黒ホース40mmを3WAYジョイント13×13×8.5で
繋げタイラップで固定。3WAYジョイントの8.5にはメッシュホー
スNO6を繋げホースバンド（9-16）で固定。

グリーン 商品番号：4760 JANコード：4580305170128
レッド 商品番号：4761 JANコード：4580305170135
ブルー 商品番号：4762 JANコード：4580305170142
ブラック 商品番号：4763 JANコード：4580305170159
シルバー 商品番号：4764 JANコード：4580305170166
ゴールド 商品番号：4765 JANコード：4580305170173



☆☆☆☆ Ninja250Ninja250（（1313～）～）

TT--REVREVααシステムシステム

左のサイドカウル周りを取り外し、ブローバイホース
・A/Iホース・ソレノイドバルブも外します。

① ②

純正ブローバイホースの太い方とUホースの長い
方をホースジョイントφ14で繋げタイラップで固定。

③

T-REV IN側にUホースの短い方を繋げOUT側に

前工程で作ったホースを繋げます。ホースバンド（
13-20）で固定。

ソレノイドバルブからフレッシュエアラインのホースにプ
ラグを差込みボルトのみ抜きます。反対側にA/I KIT
ホースの黒ホースを繋げタイラップで固定。

⑤ ⑥

A/I KIT ホースをエンジンに組む。ホースバンド（
13-20）を使用。

メッシュホースはカプラー用ステーの内側を通す。

④

T-REV をエンジンに組みA/Iからのメッシュホースを
繋げる。ホースバンド（9-16）を使用。クランクケースと

の干渉部分にスポンジなどで保護することをオススメ
致します外した純正パーツを組んで完成です。



☆ Ｄトラッカー☆ Ｄトラッカー

スペース的にも取り付けやすい
モデルで単気筒２５０ｃｃなので

効果も期待できます。

ブローバイ径φ16

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

車体右側から見るとブローバイ
ホースが見えるので途中をカット

して装着します。
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