
COMPRESSOR SYSTEM 保証規定確認書 
 

この度はBLITZ COMPRESSOR SYSTEMのご購入をご検討頂き誠にありがとうございます。 

本製品は、コンプレッサーシステム（過給機）の装着によりエンジン出力が向上します。 

その為、通常の使用よりも動力系、駆動系に対して大きな負担が掛かり、故障、破損の可能性が高くなります。 

弊社では、製品の性能を十分発揮して頂きお客様に満足してご使用頂くために、保証規定を定めさせて頂いております。 

本紙以降の「BLITZ コンプレッサーシステム 取扱書/保証書」に同意していただける場合は、“同意する”を○で囲んで 

押印して頂き、必要事項を明記の上、弊社宛にFAXを送信して頂きますようお願い申し上げます。 

（同意して頂けない場合は、誠に申し訳ありませんが本製品の販売はできません。） 

本製品取り付けには専門的な知識が必要となる為、お客様への直接販売、お客様自身による取り付けは行えません。 

購入をご希望のお客様はお近くの販売店様にて購入、取り付けを行って下さい。 

 

（BLITZ COMPRESSOR SYSTEM保証規定） 
①商品保証期間は、お買い上げ日より1年間です。 

②「BLITZ コンプレッサーシステム 取扱書/保証書」に定められた事項が守られている場合にのみ保証規定は適用されます。 

③万一故障が生じた場合は、必ず付属の保証書に必要事項を明記の上、お買い求めの販売店にお申し出ください。 

④この保証は「BLITZ コンプレッサーシステム 取扱書/保証書」巻末の保証書に記載されている車両に対し本製品の付属部品に関して 

「BLITZ コンプレッサーシステム 取扱書/保証書」に示す期間と条件に従って、これを無償修理することをお約束するものであり、 

本製品以外の純正部品等を保証するものではありません。 

⑤次のような場合は保証期間中でも有償修理となります。 

・事故・落下・衝撃・異常電圧等による故障・損傷もしくは、地震・台風・火災・風水害・落雷およびその他の天災地変、紛争など 

による世界情勢の混乱等による故障や損傷 

・保証書の提示が無い場合及び保証書の必要事項が未記入の場合 

   ・誤った取り付け及び取り扱い 

   ・不当な改造や修理などによって生じた故障や損傷 

⑥本製品が原因で生じた付随的障害（車両トラブル、その他事故）や、車両が使用できなくなってしまったことによる 

   損失（電話代、レンタカー代、休業保証、商業損失）等については、一切の保証はいたしかねます。 

⑦保証内容はBLITZから購入したご本人の同意となる為、車両転売後の製品の不良等については一切責任を負いません。 

  ⑧ご記入頂いたお客様情報でカスタマー登録をさせて頂きます。 

上記販売条件及び保証規定に  同意する  ㊞ 

 
 

車両情報 

車種 初年度登録 型式 車台 No. 

    

ﾐｯｼｮﾝ キット取り付け時走行距離 車両仕様（改造箇所） 

   

 

販売店様情報 

販売店様 郵便番号 ご住所 お電話番号 FAX番号 ご担当者様 

      

※車両情報およびお客様情報の内容は、ユーザー様管理システム以外での使用はいたしません。 

※商品内容に関するお問い合わせは、弊社サポートセンター(TEL 0422-60-2277)へお願いいたします。 

（FAX送信先）  

0422-60-0066 ㈱ブリッツ コンプレッサー担当 宛 

 

お客様情報 

お名前 ご住所 email お電話番号 

    

弊社記入欄（記入しないでください） 

日付 受注 No. 担当 

      



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ＢＬＩＴＺ 

コンプレッサーシステム 

取扱書／保証書 
 

 

 

 

 

 

 

 よくお読みになってご使用ください 

 本書に記載されていない箇所は別途「取扱説明書」をお読みください 

 本書はクルマの中に保管してください 

 

株式会社 ブリッツ 
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Ⅰ はじめに 

このたびはＢＬＩＴＺコンプレッサーシステムをお買いあげいただき、誠にありがとうござ

います。 

本書はＢＬＩＴＺコンプレッサーシステム装着後にお車を安全・快適にお使いいただくため

の注意事項と、お車の手入れ等について記載しています。 

「運転者や他の人が傷害を受ける可能性のあること」と、その回避方法を下記の表示で記載

しています。これらは安全のために重要ですので、必ず読んで遵守してください。 

警 告 
記載事項を守らないと、生命に関わるような重大な傷害・事故につな

がる恐れがあること 

注 意 記載事項を守らないと、傷害・事故につながる恐れがあること 

お車のために必ず守っていただきたいことや、知っておくと便利なことを下記の表示で記載

しています。 

アドバイス お車の故障や破損を防ぐために守っていただきたいこと 

知識 
知っておくと便利なこと 

知っておいていただきたいこと 

ご不明な点は、販売店様にお尋ねください。 

【販売店様へ】 

本製品取り付け作業終了後、保証書の記入項目に『キット取付年月日』、『車台番号』、『初年

度登録』、『キット取付時走行距離』をご記入の上お客様にご返却ください。万一、記入漏れ

がありますと保証期間中でも保証の対象外となってしまいます。 

【お客様へ】 

販売店様より本保証書／取扱書をお受け取りの際には、必ず保証書の記入項目に記入漏れが

ない事を確認してください。 

万一、記入漏れがありますと保証期間中でも保証の対象外となってしまいます。 

本保証書／取扱書はなくさない様、大切に保管してください。 
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Ⅱ 各部の取扱・使用上のご注意 

本コンプレッサーシステム（過給機）の装着により、エンジン出力が向上しています。

このため、以下の点に十分ご注意ください。 

①取り付け車両について 

 走行距離が５万キロを超える車両に本キットを装着しないでください。 

 動力系、制御系及び駆動系の故障・破損の可能性が非常に高くなる可能性があります。 

②ガソリンについて 

警 告 ガソリンは必ず無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。 

レギュラーガソリンを使用しますとノッキング等を発生させ、最悪の場合エンジン破損の原

因になる場合がありますので、必ず無鉛プレミアムガソリンを使用してください。 

※レギュラーガソリンを使用した事によるエンジン・その他補記類の故障・破損については

一切の保証は致しかねます。 

 

③Ｖベルトについて 

注 意 定期的にコンプレッサー用Ｖベルトの点検・張りの調整を行ってください。 

 コンプレッサーはＶベルトを介して回転運動を与え過給を発生させています。定期的

にＶベルトの点検・張り調整を行わない場合、ベルトがスリップしてしまいコンプレ

ッサー本来の性能を発揮できない可能性があります。   

 コンプレッサーシステム取り付け初期及び新品ベルトを使用の際には５００Ｋｍ以内

で点検・張りの調整を行ってください。その後は、定期的に点検・張りの調整を行っ

てください。（推奨５０００Ｋｍ走行毎） 

 Ｖベルトの交換サイクルは車両の状態・運転の状況により異なります。Ｖベルトにヒ

ビ、亀裂、歯とび等の劣化が確認された場合は早急に交換を行ってください。 
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④エンジンオイルについて 

アドバイス 

 エンジンオイルは定期的に交換を行ってください。 

（推奨交換時期５０００Ｋｍ走行毎もしくは６ヶ月毎）。 

 エンジンオイルフィルターは定期的に交換を行ってください。 

（推奨交換時期１００００Ｋｍ走行毎もしくは１２ヶ月毎） 

 

⑤エアクリーナーについて 

アドバイス  

エアクリーナーが汚れている状態では、エンジン本来の性能が発揮できない場合があります。

定期的に点検し、汚れがひどくなる前の交換をお勧めします。 

※剥き出しタイプのエアクリーナーを装着されている場合、純正エアクリーナーと比較する

とエアフロセンサーが汚れやすい傾向があります。 

 エアフロセンサーの汚れはエンジン不調等の原因になる可能性があります。 

 

⑥その他 

注意 

本コンプレッサーシステムを装着する事により出力・トルクが大幅に向上します。運転状況、

車両の状態によっては、動力系、制御系及び、駆動系の耐久性が標準の状態より劣る可能性

があります。 

必ず法令で定められた点検整備（日常点検を含む）及びベースとなった車両の製造メーカー 

が指定する点検整備の実施を行なってください。 

 



6 

Ⅲ 本製品以外のアフターパーツ装着について 

①制御系部品 

・ 燃料コントローラー、エアフロコントローラー、点火時期コントローラー等の制御系部品

の装着は保証対象外となります。 

・ 弊社製Ｒ－ＦIT 装着の場合も保証対象外となります。 

・ 弊社製Ｒ－IT 等で設定をパス状態にしてある場合でも、配線がされている場合（弊社製

Ｒ－ＦIT ではエアフロ及び圧力センサー信号線をＲ－ＦIT に入力し、Ｒ－ＦIT からの信

号線を純正ＥＣＵに配線している場合）は保証対象外となります。 

②エキゾースト部品 

・ 弊社製マフラーに関しては、装着に特に制約はありません。 

※排気の抜けが極端に悪いマフラーを装着した場合、排気圧の上昇により排気温度が上

昇 

し、触媒等の破損につながる場合があります。 

・ 他社製マフラーについてはＪＡＳＭＡ基準適合品で弊社製品と同等レイアウト・交換箇

所であれば装着可能となります。 

・ 純正品以外のエキゾーストマニホールドの装着は保証対象外となります。 

 

③エアクリーナー 

・ キット品番１０１５１／１０１６１ マツダ ＲＸ－８（ＳＥ３Ｐ）の場合 

  純正交換タイプのクリーナー（他社製品含む）のみ装着可能となります。 

・ 上記以外の車型について弊社製クリーナー（剥き出しタイプ含む）の制約はありません。 

・ 他社製剥き出しタイプのクリーナーの装着は保証対象外となります。 
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④その他 

・ エンジンの点火系部分を交換・変更する部品（点火系部品のレイアウトの変更、点火を強

化する部品等）の装着は保証対象外となります。 

・ アーシングの装着は保証対象外となります。 

・ ガソリン添加剤等で出力が向上するものをご使用の場合は保証対象外となります。 

・ その他、上記にて装着可能としているアフターパーツ以外を装着されている場合は保証

の対象外となります。 

注意 本コンプレッサーシステムの装着によりノーマル状態に比べエンジン出力・トルク 

が大幅に向上します。コンプレッサーシステム以外のアフターパーツの装着やガソリ

ン添加剤等により、弊社設定以上にエンジン出力・トルクが向上してしまうと、エン

ジン本体・補記類・コンプレッサーシステム・その他部品の破損の原因になる場合が

あります。 
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Ⅳ 取扱全般のご注意 

１、保証について 

この保証は、巻末の保証書に記載されている車両に対し、ＢＬＩＴＺコンプレッサーシステ

ム付属部品に関して、（株）ブリッツがこの保証書に示す期間と条件に従って、これを無償修

理することをお約束するものであり、エンジン・ミッションや駆動系部品等、コンプレッサ

ーシステム付属部品以外の純正部品等を保証するものではありません。 

保証修理をお受けする場合は、表記の車両について、次の事項が守られていることが前提と

なります。 

①取扱説明書に示す取り付け要領に従った本製品の正しいお取り付け。 

②本取扱書及び取扱説明書に示す取扱方法に従った正しいご使用及びお手入れ。 

③法令で定められた点検整備（日常点検を含む）及びベースとなった車両の製造メーカーが

指定する点検整備の実施。 

④前記の点検整備のうち、定期点検整備の実施を記録した定期点検記録簿の保持。 

⑤ベース車両の製造メーカーが指定する定期交換部品の指定どおりの交換。 

尚、次のような場合は保証の対象外となります。 

①保証書の提示がない場合または保証書の記入項目に漏れがある場合。 

②本取扱書に記載されている装着可能としているアフターパーツ以外の部品が装着されてい

る場合。 

③誤った取り付け及び取り扱い、または不当な改造や修理によって生じた故障及び損傷。 

④他の機器が原因で本製品に故障が生じた場合。 
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２、保証の期間・受け方 

（１） 保証期間 

保証修理を受けられる期間は、保証書にご記入のキット取り付け日より １年間  とします。

但し、その期間内でも走行距離が ２０,０００Ｋｍ  までとします。 

尚、ベース車両の走行距離が ７０,０００Ｋｍ  を超える場合は保証対象外となります。 

（２） 保証修理の受け方 

故障及び不具合が生じた場合は、本製品をお買い上げの販売店にお申し出ください。 

保証修理を依頼される際には必ず『保証書』の提示と『故障・不具合内容記入欄』に必要

事項をご記入の上、保証修理をお申し付けください。保証書をご提示されない場合は、保証修理

をお受けいたしかねます。 

３、保証できない事項 

（１） 保証期間内でも、以下の不具合および現象は保証修理いたしかねます。 

 ①法令及びベース車両の製造メーカーが指定する定期点検整備、日常点検の未実施に起因する

不具合。 

 ②通常の日常点検で発見、処理できたにも関わらず、放置したことにより拡大した不具合。 

 ③保守もしくは整備上の不備又は間違いに起因する不具合。 

 ④取扱書に示す取扱方法と異なる使用および装備品の仕様の変更・改造、装備品以外の部品の取

り付けに起因する不具合。 

 ⑤仕様の限度を超える過酷な使用（レース、ラリー等による過酷な走行、エンジンの過回転、過

積載等）に起因する不具合。 

 ⑥飛石、酸性雨、塩害、鳥糞、薬品、鉄粉、爆煙、降灰等の外部要因および地震、台風、水害等

の天災ならびに事故、火災に起因する不具合。 

 ⑦使用損耗あるいは経時変化により発生する現象。（経年変化によるエンジン出力の低下等。） 

  

（２） 下記に示すものの費用は負担いたしかねます。 

 ①自動車を使用できなかった事による不便および損失等。（電話代、レンタカー代、宿泊代、交

通費、休業補償、積荷補償、営業損失補償等） 

 ②消耗部品および油脂類等。 

４、保証の発効 

巻末保証書の必要項目の記入、販売店の記名、捺印によりこの保証書は有効となります。 

５、保証の適用 

この保証書は巻記の車両が日本国内で使用されている場合のみに適用いたします。 

６、走行上のご注意    

①交通法規を遵守し、安全運転を励行してください。 

②シートベルト等安全装備を必ず装着して走行してください。 

③点検整備を必ず励行してください。 


