
☆ 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



☆☆☆☆ VV--MAXMAX 0808～～

リアバンク右の上にブローバイホースがありま
す。ガソリンタンク・バッテリーケースを外し、ブ
ローバイホースをカットします。カットした部分に
T-REVを装着し外した部品を組んで完成です。

V型４気筒のエンジンですが、ブロー
バイガスの排出圧が高い為0.07mm

のシム板を推奨します。

エンジンの振動が減りピックアップ・
エンジンブレーキ共にスムーズになり、
T-REVとの相性が良いマシンです。

ブローバイ径 φ12

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆☆ XJR1200XJR1200・・13001300（（キャブ）キャブ）

エアクリーナーボックスの右側にあるドレンホー
スの奥にブローバイホースがあります。

Lホースをエンジンに、ストレートホースをエア

クリーナーに差込みます。

ブローバイ径φ12 シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

フィッティングKIT

商品番号：4200 ￥2,800-（税別）

合計28,800-（税別）



☆☆☆☆ XJR1300XJR1300 （（インジェクション）インジェクション）

オイルリターンタンクとエアクリーナーBOXの間

のブローバイホースをカットして取り付けます。

ホースカットする前にホースにT-REVを合わせ

てからカットするようにしてください。

XJR1300インジェクション車です。

キャブ車とは取り付け方法が異
なります。

ブローバイ径 φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ XJR1300XJR1300 カスタムカスタム

使用パーツ

メッシュホースブラック NO8

ホースエンド90°NO8 2個

ANアダプター NO8 2個

ブラックバンドブラック 13-20 2個

元々オイルキャッチタンクのOUT側（左）
だった所をINに変更し、T-REVを横に寝

かす事が出来るので見せやすくなりました。
オイルキャッチタンクの口のサイズに寄ってホース径やホースエンドのサイ

ズも変わります。ご確認した上でお買い求めください。

＊詳しくはお問い合わせください。



☆ ＹＺＦ－Ｒ１ ０７☆ ＹＺＦ－Ｒ１ ０７‘０８‘０８モデルモデル

スポーツレーサーモデルのこの車種はＳＴＤでは
比較的スペースにも余裕があり取り付けが簡単
ですが、サーキット仕様に改造している車種はオ
イルキャッチタンクが装備されていてスペース的

に取り付けに工夫が必要な場合があります。

赤く○で囲ったのがブ
ローバイホースです。

この純正ホースをカッ
トして取り付ける場合
はφ１２のＴ－ＲＥＶを

選んでください。

画像は純正ホー
スを使用していま
せん。取り付けの
際はガソリンタン
クがＴ－ＲＥＶが干
渉しないように注
意してください。

ブローバイ径 φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ YZFYZF--R1 07R1 07・・0808 ααシステムシステム

T-REV αシステム

YZF R1 07・08 （ブルーのみ）

価格¥47,000‐ （税別）

商品番号：4310 JANコード：4580305164189

① ②

③ ④

エンジンに組む。エンジ
ンへの差込み部分をホー
スバンド（13-20）で固定

ガソリンタンク・エアクリー
ナーBOX・Rサイドカウ
ルを外し、A/I（エアイン

ダクション）を外す。

スロットルの右側をメッ
シュホースNO8を通す。

⑤ ⑥

KITホースをソレノイド

バルブに繋げる。

純正グレーのホースに
プラグφ1を入れボルト

のみ抜く。

純正ブローバイホース
を外しT-REV KITを組

む。外した純正部品を
組んで完成です。

サーモスタットの右下をメッ
シュNO8を通す。

取り付けキットを作る。スリー
ブφ12・TタイプⅡ・

スリーブφ12・T-REV・スリー
ブφ12の順で組みます。

下向きにφ12ホース35mm
を使用。T-REVにLホース

の短い方を差し込む。
OUT側のLホースにジョイ
ントφ12・φ12黒ホース
95mmを繋げホースバンド
（13-20）で固定。（ジョイン

ト部はなし）

3wayジョイントに90°ホース・ジョイントφ12・メッ
シュホースNO8 460mm・Lホース2本を繋げホー
スバンド（13-20）で固定。メッシュホースの反対
側にもジョイントφ12を繋ぐ。



☆☆☆☆ YZFYZF--R1 09R1 09～ α～ αシステムシステム

取り付けキットを作る。ス
リーブφ12・TタイプⅡ・

スリーブφ12・T-REV・ス
リーブφ12の順で組みま

す。

下向きにφ12ホース55mmを
使用。T-REVのOUT側にはU・
L型ホースを使用。各接続部
はホースバンド（13-20）で固

定。

3wayジョイントにφ12ホー
ス40mmを縦向きに横向き
にφ12ホース40mm・メッ
シュホースNO8 480mm挿
しこみホースバンド（13-20）

で固定。

ガソリンタンク・エアクリーナー
BOX・A/Iの左のLホースを外
し3wayのKITを組む。ホース
バンド（13-20）で固定。

メッシュホースNO8をス

ロットルの左側を通しエ
アクリーナーBOXを組む。

メッシュホースNO8とスリーブ
φ12を繋げ、φ12ホースをエン
ジンに。U・L型ホースをエアク
リーナーBOXに繋げます。ホー
スバンド（13-20）を使用。外した

純正部品を組んで完成です。T-REV αシステム

YZF R1 09~ （ブルーのみ）

価格¥41,000‐（税別）

商品番号：4300 JANコード：4580305163960

独特なパルス感をスムーズにし非常に走りやすくなります。



☆☆☆☆TDMTDM９００９００

ガソリンタンクを外すとブローバイホー
スが見えます。エンジンからエアクリー
ナーBOXに矢印が向かうように装着

してください。

発進時のクラッチミュートが楽になり
スムーズに乗れるようになります。

ブローバイ径 φ12

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆☆☆☆ ＦＺ－７５０ＦＺ－７５０

タンクを取り外すだけで簡単に
取り付けができるモデルです。

スペース的にも余裕があります。

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

画像のクランクケース
からエアクリーナーＢ
ＯＸに繋がっている白
いホースがブローバイ

ホースです。

（注）画像のホースは
純正ではありません。

ブローバイホースをカッ
トしてＴ－ＲＥＶを取り付

けます。



☆☆☆ ＦＺ６ ０８年式☆☆☆ ＦＺ６ ０８年式

ヤマハの海外向けに発売されて
いる６００ｃｃバイクです。

ブローバイ径φ12

シム板0.05mm

純正ブローバイホースは使用不可

曲がりの付いたホースを組み合わせて
取り付けます。

ホースに関してはお問い合わせください。



☆ ＹＺＦ６００Ｒサンダーキャット☆ ＹＺＦ６００Ｒサンダーキャット

ＹＺＦ600Ｒサンダーキャット。

ＹＺＦ－Ｒ６の先代。

ブローバイ径 φ12

シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

ガソリンタンクを開けるとクランクケースから
エアークリーナーＢＯＸに繋がるブローバイ
ホースがあります。純正ブローバイホースを
カットしてT-REVを装着。



☆☆ ９９‘９９‘～０２～０２’’ＹＺＦーＲ６ＹＺＦーＲ６

ブローバイガスからオイルや水分が多く排
出されるのでオプションパーツのオイルセパ

レーターを装着することを推奨します。

ブローバイ径 ＩＮφ１４ ＯＵＴφ12

シム板0.05mm

オイルセパレーター

耐熱ホースΦ12 100mm

ホースバンド 12-19

ガソリンタンクを外
すと黒いオイル
キャッチタンクが
あります。これを
外しＴ－ＲＥＶを取
りつけます。

エンジン側のホー
スを流用し、エアク
リーナー側のホー
スを入れ替えホー
スバンドで固定し

ます。



☆☆☆ ＹＺＦ－Ｒ６レース用キャッチタンク有り☆☆☆ ＹＺＦ－Ｒ６レース用キャッチタンク有り

ＹＺＦ－Ｒ６のレー
ス仕様車

このモデルはスペー
ス的に狭く取り付
けには工夫が必
要です。

○印のＴ型ジョイントや
Ｌ型ジョイントを使用し

ての取り付け例

スペース的に厳しく
９０°に曲げるとパイ
プが折れてしまうよう
な箇所にジョイントを
使用して取り付けます。

キャッチタンクがなければ簡単に
取り付けれますが基本取り付けス

ペースは狭いモデルです。

ブローバイ径φ14

シム板0.05mm



☆☆☆☆ YZFYZF--R6R6 0808～～

ブローバイ径φ14 シム板0.05mm

¥26,000-（税別）

T-REV 取り付けKIT

YZF R6 08～

価格¥2,800- （税別）

商品番号：4201 JANコード：4580305164202

合計¥28,800-（税別）

T-REVのIN側にLホースの短い方を差込み
OUT側にL・U型のU側を差込みます。接続部
分にはT-REVに付属のホースバンドを使用。

ガソリンタンクを開けSTDブローバイホースを

取り外します。

工程①で作ったT-REVのKITを組み。付属ん

ぽホースバンドで固定。

外した純正パーツを組んで完成です。



☆☆☆☆ YZFYZF--R6 06R6 06～ α～ αシステムシステム

T-REV αシステム

YZF R6 06~ （ブルーのみ）

価格¥41,000‐ （税別）

商品番号：4320 JANコード：4580305164219

取り付けキットを作る。
スリーブφ9・Tタイプ
Ⅱ・スリーブφ12・T-
REV・スリーブφ12

の順で組みます。

下向きにφ12ホース
40mmを使用。T-REV
のOUT側にはU・L型
ホースを使用。IN側

にはメッシュホース
NO6 420mmを使用。

Tジョイントにφ12ホー
ス35mmを横向きに

差し込み、反対側に
Lホースを差し込む。

タイラップで固定。

ガソリンタンク・エアクリーナーBOX・A/Iの右のL
ホースを外し、TジョイントのKITホースを組む。
STDホースクリップで固定。エアクリーナーBOXに

繋がるホースにプラグを入れボルトのみ抜く。

メッシュホースNO６

をスロットルの右側
を通す。

メッシュホースNO6とスリーブφ9を繋げる。
ホースバンド（10-16）を使用。φ12ホースを
エンジンに。U・L型ホースをエアクリーナー
BOXに繋げます。ホースバンド（13-20）を使

用。外した純正部品を組んで完成です。

工程④で出来たA/Iの
KITホースを組む。T

ジョイントにメッシュホー
スNO6を組むホース
バンド（13-20）を使用。



☆☆☆☆ TT--MAXMAX 0101--0303

スポーツタイプの５００ｃｃＢＩｇスクーター。

スペースに余裕があり比較的簡単に取
り付けできる車種です。

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）

足元のカバーを開け
るとエンジンヘッドが
露出します。そこから
ブローバイラインが前
方にエアクリーナーＢ
ＯＸに向かって伸びて

います。

さらに上に向かってブロー
バイラインが伸びてい
ます。写真のようにホー
スをカットしてＴ－ＲＥＶ

を取りつけます。



☆☆☆☆ Ｔ－ＭＡＸＴ－ＭＡＸ 0404--0707

足元のカバーを開け
るとエンジンヘッドが
露出します。そこから
ブローバイラインが前
方にエアクリーナーＢ
ＯＸに向かって伸びて

います。

さらに上に向かってブロー
バイラインが伸びてい
ます。○印の箇所辺り
のホースをカットしてＴ
－ＲＥＶを取りつけます。

スポーツタイプの５００ｃｃＢＩｇスクーター。

スペースに余裕があり比較的簡単に取
り付けできる車種です。

減圧効果も非常に体感できます。

ブローバイ径φ12

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆☆ Ｔ－ＭＡＸ ＳＪ０８Ｊ ０８☆☆ Ｔ－ＭＡＸ ＳＪ０８Ｊ ０８““～～

スポーツタイプの５００ｃｃビッグ
スクーター。

スペースに余裕があり取り付け
も簡単ですが、カバーを外すの

に手間がかかります。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

車体左側から見た画像

左右の足元のカバーを外してエ
ンジンヘッド左側から出ているブ
ローバイホースにＴ－ＲＥＶを取

り付けます。



☆☆ Ｔ－ＭＡＸ☆☆ Ｔ－ＭＡＸ 530530

スポーツタイプのビッグスクーター。

スペースに余裕があり取り付けも簡単ですが、
カバーを外すのに手間がかかります。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

車体右側から見た画像

右側のステップを外してシリンダーヘッドカバー
から出ているブローバイホースにT-REVを取り

付けます。



☆ ＳＲＸ－６００☆ ＳＲＸ－６００

単気筒シングルエンジンなので効
果的にも期待できるモデルです。

スペースにも余裕があり取り付け
易いバイクです。

ブローバイ径φ12

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

○印がブローバイ
ホースです。

この間をカットしてＴ
－ＲＥＶを取りつけ

ます。

手が入る場所なので
取り付けは簡単です。

外からも見えてカスタ
ム性もよいモデルです。



☆ ヤマハＳＲＸ４００☆ ヤマハＳＲＸ４００

エンジンケースから
伸びているホースが
ブローバイライン。

○の箇所に取り付けま
すが画像の車両はエア
クリーナーＢＯＸを取り
外しているので、ブロー
バイ出口をエアクリー
ナーに近付ける必要が

あります。

取り付けスペース的には問題
ないですがエアクリーナーＢ
ＯＸを取り外すカスタムが多く

見られる車種。

必ずＴ－ＲＥＶ出口をエアクリー
ナーに近付けて下さい。

ブローバイ径φ14

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆☆ ＷＲ２５０ＸＷＲ２５０Ｘ

比較的スペースがあり、取り付け
やすい車種です。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

サイドカバーRを外すとブローバイ

ホースがあります。エンジンからエ
アクリーナーBOXに矢印を向けて

T-REVを装着。

下にあるホースはA/Iです。



☆☆☆ グランドマジェスティ☆☆☆ グランドマジェスティ２５０２５０

このモデルは左右にエアク
リーナーＢＯＸが装備されて

います。

○印の箇所が右側のエア
クリーナーＢＯＸに入ってい
るブローバイラインです。

○印が左側のブロー
バイラインです。

このモデルは左右にブローバイラインが別
れているので別売りのＴ型ジョイントを使用

して取り付ける必要があります。

スペース的にも狭くて取り付けには工夫が
必要です。

減圧効果も非常に体感できます。

ブローバイ径φ14

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）



☆ マジェスティ２５０☆ マジェスティ２５０ 44D9D9

車体右側の○印の箇
所からブローバイライ
ンが出ています。

ここからエアクリーナー
ＢＯＸまでのパイプをカッ
トしてＴ－ＲＥＶを装着

します。

Ｔ－ＲＥＶ取り付け画像

外から見える取り付け例な
のでカスタム性も高いです。

２５０ｃｃＢｉｇスクーター。

スペースに余裕があり比較的取
り付けやすい車種です。

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）



☆ ＹＷ１２５Ｘ☆ ＹＷ１２５Ｘ ＢＢＷＷ’’ＳＳ

4サイクル１２５ｃｃスクーター

取り付けスペースに余裕があり取
り付け易いモデルです。

ブローバイ径φ9

シム板0.07mm

¥26,000-（税別）

車体右側から覗く
とエアクリーナー
ＢＯＸに入っている
ブローバイホース

があります。

○印がブローバイ
ホース。

ここをカットしてＴ－
ＲＥＶを取り付けま

す。



☆☆☆☆ シグナスシグナスXX 0808～～ 12AIS12AIS対応マフラー専用対応マフラー専用

TT--REVREVααシステムシステム

シート・サイドカバーを外しA/Iのホース

を取り外します。

ホースの差込み口を逆向きにしたA/Iを

車体に組み、マフラーから出たホースを
繋げます。

LホースとLホースロングをホースジョイント
φ14で連結。タイラップで固定。LホースA/I
に繋げホースバンド（13-20）で固定。

ブローバイホースをT-REVにあわ
せてカット。約70mmほどカットす

るとキレイに収めやすいです。

T-REV KITを組み、ホースバンドで固定。

残りの外した部品を組めば完成です。

A/Iを外しホースの差込み口を逆向きに変え

ます。

軽く回るエンジンに変身！！軽く回るエンジンに変身！！

TT--REVREV ααシステムシステム

シグナスシグナスX 08X 08～～ ノーマルマフラーノーマルマフラー

専用専用

￥￥35,00035,000--（税別）（税別）
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