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Spirit of the sport



電子シフト—いま、未来を始める。
シフトスイッチに触れた瞬間、

小さなモーター音とともに変速は完了する。

ライダーの意思が、あたかもカラダの神経回路を

伝わったかのようにディレイラーを動かす。

研ぎ澄まされた高精度・超高速のシフト感覚、

指先が新たな進化を確信する。

ULTEGRA 6770 Di2 デビュー、

あなたは—いま、未来を始める。

6770 シリーズ

CONCEPT



圧倒的な操作性能、鋭いレスポンス。

エレクトリック･ シフティングが世界標準となる。

4 5

EQUIPED WITH Di2



脈々と受け継がれてきた挑 戦への遺伝子が、    
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レーシングコンポ 
初代 DURA-ACE 誕生

原点のコンポ

先進の
エアロダイナミクス

勝つための機能

シフティングの歴史を変えた
STRESS FREE 

CONCEPT

100％ POWER 
TRANSMISSION

EVOLUTION of 
PERFECTION

電子シフト時代到来 

さらなる進化、さらなる広がり

1973 初代DURA-ACE誕生
ジュラルミン (Duralumin) と耐久性 (Durability) を意味する「DURA」
に最高峰としての「ACE」が添えられ、初代 DURA-ACE は誕生した。
ベルギー・フランドリアチームがヨーロッパプロチームとして初めて 
搭載（リアディレイラーはクレーン）。勝つためのレース用パーツとして
の追求が始まる。当時はまだ自転車パーツが、それぞれのパーツごとに、
個々のコンセプトに基づき開発されていた時代。
すべてのパーツに、エンジニアたちによる手探りの改良が始まる。

1978 DURA-ACE EX 7200シリーズ
レース用パーツの無限の可能性に挑戦。ディレイラー、ギア、チェーン
など全てのパーツをトータルに考え、パーツの相互作用を追求し始める。
現代において基盤とも言える「システムコンポーネント」の概念は、 
こうして誕生した。そして原点のコンポ DURA-ACE EX がデビュー。
11Tトップギア、カセットフリーハブなど、画期的な先進の機能を 
搭載した。

1980 DURA-ACE AX 7300シリーズ
ロードレースにおいて最大の障壁となる空気抵抗の低減を追求した 
シマノ・エアロダイナミクス。フレームに組み付けた状態をも考慮し、
極限までシェイプされた DURA-ACE AX は自転車レース界に衝撃を 
与えるとともに、今日におけるすべての自転車パーツ開発の先駆けと
なった。

1984 DURA-ACE 7400シリーズ
シフトレバーに位置決め機構を内蔵した革新の SIS（シマノ ･ インデッ
クス・システム）。それまではライダーの絶妙なシフティングテクニック
がレースを左右していた中、「勝つための機能」として SIS を提案。
いまやすべての変速は、このインデックスシステムが標準となっている。

1990 STI（シマノ･トータル･インテグレーション）
システムコンポーネントへのあくなき追求が、ついにシフトレバーと 
ブレーキレバーを一体化。STI コンセプトのもと、デュアルコントロール 
レバーが誕生。ハンドルに手を添えたまま行えるシフト操作は、プロ 
ロードレースの歴史を大きく塗り替え、それ以降急速に世界標準 
システムとなった。

1996 DURA-ACE 7700シリーズ
ライダーの視点に立ち、「ストレスフリー・コンセプト」の基に開発。
トータル500g もの軽量化、中空構造のホローテッククランクやリア 
9スピードシステムを採用。シルバーに輝く美しい外観とともに、精度、
耐久性、信頼性をさらに進化させ、すべてのライダーをストレスから
解き放った。また、7700シリーズで初めて世界最高峰のロードレース、
ツール ･ ド ･ フランスを制し、伝説の7連覇への道を切り拓く。

2004 DURA-ACE 7800シリーズ
「100％パワー ･ トランスミッション」をコンセプトに、高精度リア 
10スピード・ドライブトレインを開発。
BB 軸を一体化させたホローテック クランクによる高剛性と軽量性
を実現。エルゴノミック・デュアルコントロールレバーは、操作性と 
シフティングのスムーズさを極めた。

2008 DURA-ACE 7900シリーズ
7800シリーズで築き上げた完成度に満足することなく、コンポーネント
のさらなる進化に挑戦。システム全体を根底から見直し、比類なき変速 
性能、信頼性を追求。中空構造のホローグライド・フロントチェーン 
リングをはじめ、Di2システムの礎となる高精度、高剛性、スムースネス
を実現。

2009 DURA-ACE Di2 7970シリーズ
Di2（デジタル ･ インテグレイテッド ･ インテリジェンス）コンセプトの
もと、コンポーネントにエレクトリック変速システムというイノベー
ションを組み込む。2011年ツール・ド・フランスにおいて、個人総合1位、
2位、3位の表彰台を独占。そのずば抜けた操作性能、信頼性、そして 
勝つための圧倒的なアドバンテージを実証した。

2011 ULTEGRA Di2 6770シリーズ
レースの世界で実証されたDURA-ACE 7970シリーズの性能を磨き上げ、
さらに身近な存在として、圧倒的なストレスフリーをすべてのサイクリ
ストに贈る、ULTEGRA 6770 Di2がデビュー。シフティングシステム
の新しい世界標準として、いま未来を大きく広げようとしている。

7700シリーズ

7800シリーズ

6770シリーズ

シリーズ

7970シリーズ

また新たな進化を始める。
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■ シフティングシステムをリードしてきた SIS（シマノ・インデックス・ 

システム）。その俊敏でスムーズな変速性能を礎に、デジタル技術を組み 

込み、Di2（デジタル・インテグレイテッド・インテリジェンス）コンセプト 

のもと、高精度なコンピュータコントロール・シフティングシステムを開発。

それが SEIS（シマノ・エレクトロニック・インテリジェント・システム）です。

シフトスイッチからのライダーの意志を電気信号に変換し、鋭いレスポンス

とともにディレイラーに伝え、前後ギアの位置関係に応じてコンピュータ 

制御による最適な変速動作を行い、変速をコントロールします。

■ あなたは、スイッチを押すのみ。あとは自動的に、そして完全に変速は 

完了します。スイッチによるシフティングが、いかにライダーの負担を軽減

したかは、2011年、世界最高峰のロードレース、ツール･ド･フランスにおいて

DURA-ACE 7970 Di2が個人総合1位、2位、3位の表彰台を独占、さらに

は山岳賞、ポイント賞までをも獲得したことがすべてを物語ります。

そして圧倒的なシフト操作性能は、ロードバイク本来の性能を余すところ

なく引き出します。例えば、疲労の溜まるレース終盤においても容易に 

一瞬で変速が可能となり、刻一刻と変化するコンディション、スピード、 

路面状況に応じて、ライダーは感じるがままに最適なギアにシフトする 

ことができます。それはレースの世界だけではなく、すべてのサイクリスト

が大きなアドバンテージを手に入れたと言うことになります。

■ Di2システムは、現行のほとんどのロードバイクに搭載可能。

既に機械式 ULTEGRA 6700が搭載されたロードバイク*2のオーナー

の方であれば、さらに経済的。載せ替えのための最小限のパーツで、

ULTEGRA 6770 Di2システムへのアップグレードが可能。先進のエレクト

リック・ 

シフティングシステムの世界を手軽に体感していただけます。

*1 フレームにより、装着できない場合もあります。
*2 DURA-ACE 7900シリーズ搭載のロードバイクにも装着可能です。

詳しくはお近くのサイクルショップにご相談ください。

■ 雨や泥、路面からの振動−電気で制御する Di2システムにとっての 

最大の障壁は、自然条件などさまざまな外的要因。厳しい条件下での無数

の実験、プロライダーによる徹底的な実走テストにより、日々改良されて 

きました。

Di2システムの優れた信頼性は、すでに最も過酷なプロロードレースの

世界でも実証されています。もちろん雨の日のライディングや洗車もOK。

これまでと同様に、お手入れでもお楽しみいただけます。

コンピュータが制御する
高度なシフティング

意のままのシフティングを
一瞬に

Di2は
ほとんどのロードバイクに搭載可能*1

雨のシーン、
洗車、もちろんOKです

＜ULTEGRA 6770 シリーズ テクノロジー＞

ST-6770 Di2

シフトダウン
スイッチ

シフトレバーからシフトスイッチに
進化したデュアルコントロールレバー フロントシフトアップ時のストローク量の違い

シフトアップ
スイッチ

ブレーキ
レバー

バッテリー＆
バッテリーホルダー

エレクトリック
ケーブル一式

デュアル
コントロール
レバー

フロントディレイラー

ULTEGRA 6770シリーズ  組み付けイメー

リアディレイラー

ST-6700

TECHNOLOGY
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ジャンクション B

ジャンクションA

PCインターフェイスデバイス (SM-PCE1)

コネクター部

エレクトリックケーブル専用穴

緑点灯（2秒間）

＜電池残量＞

走行中でも確認できるバッテリーインジケーター

緑点滅（5回）

赤点灯（2秒間）

赤点滅（5回）

100 %

50 %

25 %

0 % ジャンクション B

ジャンクションA

PCインターフェイスデバイス (SM-PCE1)

コネクター部

エレクトリックケーブル専用穴

■ 電源となる充電式リチウムイオンバッテリー（SM-BTR1）は、軽量で 

コンパクトなうえに長寿命設計。1回1.5時間の充電で約700km*3もの 

走行が可能。それは、東京 – 大阪間を1回の充電で走破することもできる 

余裕のバッテリー、泊まりがけのロングツーリングにおいても事欠くことは 

ありません。*4

*3 当社調べ。変速頻度、気象条件など、使用環境によって異なります。
*4  東京 – 大阪間を約600km と想定した場合。

■ Di2システムは機械式変速システムとは異なり、ディレイラーの調整は

装着時に一度だけ。変速の指示を電気信号で伝えるエレクトリックケーブル

は、機械式ワイヤーケーブルのような摩擦、伸び、ほつれとは無縁。 

定期的な変速の調整やワイヤー交換が不要になり、最小限のメンテナンスで、 

いつまでも購入時の優れた変速性能をキープしたままライディングを 

お楽しみいただけます。

■ エレクトリックケーブル内の導体を従来の4芯から2芯にすることで、 

細くスマートなケーブルを実現。また、コネクター部の外径も約3㎜細く 

なりコンパクト化。ケーブルをすっきり見せると同時に、フレーム内装時の

作業性も大幅に向上しました。

■ PC インターフェイスデバイスを使用することで、各コネクターの接続 

部分からPCへのリンクが可能*6。故障箇所を診断するためのシステムエラー 

チェックや、将来的にアップデートが必要になった場合にシステムを 

インストールすることが可能。また前後ディレイラーの変速スイッチを 

左右入れ替えたり、シフトアップ、シフトダウンの変速スイッチを通常とは

逆に設定するなどのカスタマイズも可能です。

*5 PC とリンクして故障箇所の診断、アップデート、カスタマイズ等を行うためには、 
 PC インターフェイスデバイス (SM-PCE1) が必要です。 
 詳しくはサイクルショップにご相談ください。

E-tube Project とは、電装系パーツのメンテナンスや故障診断を
行うためのアプリケーション全体の総称です。

充電時間は1.5時間、
約700km *3 の走行が可能

最小限のメンテナンスで、
高性能をいつまでも

より細く、より簡易になった
エレクトリックケーブル構造に進化

PCとのリンクが可能 *5

コネクター部

エレクトリックケーブル専用穴

ジャンクションA

コネクター部

エレクトリックケーブル専用穴

ジャンクションA

コネクター外径
–3mm

EW-7970
４芯線

EW-SD50
２芯線

EW-SD50  エレクトリックケーブル

・ 電流／信号兼用のエレクトリックケーブル
・  ケーブル、コネクター部共に外径ダウン
・ 防水仕様
・ 長さ：150〜1400㎜（19種類）

TECHNOLOGY

エレクトリックケーブル：
変速操作を電気信号に変換して 
変速を行う

チェーンステー部取り付け例専用バッテリーチャージャー

走行中でも確認できるバッテリーインジケーター

ジャンクション接続イメージ

ボトルケージ部取り付け例

いずれかのシフトスイッチを 
0.5秒以上長押しすると、
ジャンクションAの 
インジケーターで 
バッテリー残量を確認する 
ことができます。

機械式ケーブル：
ワイヤーを引いて 
変速を行う

USB
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■  手首をひねる「レバー操作」ではなく、指先の「スイッチ操作」による 
圧倒的な操作性能

■  小型な電子変速ユニットが可能にした、綿密な設計のもと手にフィットする 
理想のブラケット形状

■  手の大きさに合わせて最適なレバーの位置に調整できる 
リーチアジャスト機構を搭載

・フロント：ダブル／リア：10スピード　・平均重量：313g（ペア）　・メーカー希望小売価格：¥31,526
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ULTEGRA 67 70 DESIGN

ライダーを魅了する、 
スーパーストレスフリー。
■ ST-6770 デュアルコントロールレバー
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■  鋭いレスポンスとともに一瞬で完了する変速は、10スピードギアの 
可能性とパフォーマンスを無限に高めます

■  調整は最初に1度だけ、機械式ケーブルの伸びや摩擦から解き放たれ、 
優れた変速性能をいつまでもキープ

■  変速時、フロントギアとの位置関係に応じて、コンピュータ制御による 
最適な変速動作を行います

・10スピード　・トータルキャパシティ：33T　・最大ロースプロケット：28T　 
・平均重量：270g　・メーカー希望小売価格：¥24,249

ULTEGRA 67 70 DESIGN

ロードバイクの性能をあますところなく引き出す、 
意のままのシフティング。
■ RD-6770 リアディレイラー
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■  猛烈な負荷のかかるトッププロライダーのスプリント時においても、
その変速は軽々

■  フロント、リアのギア位置に応じて最適な動作をし、オートトリムを 
はじめ、常にベストなポジションを自動的に保ちます

・フロントダブル　・チェーンライン：43.5mm　トップギア歯数：50-56T　 
・キャパシティ：16T　・平均重量：167g　・メーカー希望小売価格：¥21,639

ULTEGRA 67 70 DESIGN

圧倒的なパワーで、軽々と変速。
■ FD-6770 フロントディレイラー



■  フレーム仕様、内装・外装式に合わせて、さまざまな 
取り付けに対応するバッテリーマウントタイプ

・ メーカー希望小売価格：（写真上から） 
SM-BMR1-L ロングサイズバッテリーマウント（外装式） ¥10,297 
SM-BMR1-I ロングサイズバッテリーマウント（内装式） ¥10,536 
SM-BMR1-S ショートサイズバッテリーマウント（外装式） ¥10,062
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ULTEGRA 67 70 DESIGN

■  コンパクトで軽量なリチウムイオンバッテリーは、 
フレームから簡単に着脱可能 
充電は専用チャージャーにさし込むだけ

・充電式リチウムイオンバッテリー　・充電時間：約1.5時間*　 
・平均重量：71g　・メーカー希望小売価格：¥6,693

*  当社調べ。充電時間、走行距離は目安です、バッテリー残量、使用条件等 
により異なります。

1.5時間の充電で、 
約700km 走行可能*な余裕のバッテリー。
■ SM-BTR1 バッテリー ■ SM-BMR1 バッテリーマウント



ULTEGRA 6700 シリーズの卓越したパフォーマンスが、
Di2 システムの礎となる。

6770 Di2 エレクトロニック・シフティングシステムは、高精度・高性能を極める6700シリーズの完成度の上に成り立っています。

ホローグライド・チェーンリングの優れた変速性とともに、軽量化と剛性を追求した中空構造ホローテック クランクセット。

どんなときにもスムーズなギアチェンジを実現する HG カセットスプロケット＆チェーン。

思いどおりに、そして俊敏に反応するスーパー SLR デュアルピボットブレーキ。

それらのパーツすべてに、シマノの先進テクノロジーが息づいています。

ふたつのカラー、多彩なギア比、
世界にただ一台のロードバイク。

■  グロッシーグレーカラー＆ シルバーカラー。 
好みやフレームに合わせて選べるふたつのカラー。

・カラー選択： 
   クランク、デュアルピボットブレーキ、ペダル、ホイール

■  ライディングスタイルに合わせて選択できる 
多彩なギアバリエーション。

・  クランクセット：50-34T（コンパクト）、52-39T、53-39T
・ クランクアーム長：165、170、172.5、175mm
・ カセットスプロケット： 

11-23T、11-25T、11-28T、12-23T、12-25T

・クランクセット ：   FC-6700（ダブル） ¥ 23,148 – 23,337 
FC-6750（コンパクト） ¥ 25,009 – 25,198

・デュアルピボットブレーキ ：  BR-6700 ¥ 12,832（前後セット）

・フロントハブ ：  HB-6700　 ¥ 4,639

・リアフリーハブ ：  FH-6700　 ¥ 8,591

・カセットスプロケット ：  CS-6700　 ¥ 6,560

・10スピードチェーン ：  CN-6701（116リンク）　 ¥ 3,022

・ SPD-SL ペダル ：   PD-6700-C（カーボンボディ） ¥ 14,231 
PD-6700（アルミボディ）　 ¥ 10,058

 ・ホイールセット ：  WH-6700（チューブレス対応）   ¥ 41,380（前後セット）
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ULTEGRA 670 0 SERIES

グロッシーグレーカラー シルバーカラー

* フロントハブ、リアフリーハブ、カセットスプロケット、チェーンは、シルバーカラーとグレーカラー 
共通パーツです。



ジャンクション B (SM-JC41)

ジャンクションA (SM-EW67-A-E)

コネクター部（取り外し可能部）

エレクトリックケーブル専用穴

ジャンクションB (SM-JC40)

ジャンクションA (SM-EW67-A-E)

コネクター部（取り外し可能部）

Eチューブにより、エレクトリックケーブルの取り回し、作業性がより簡単に。

・ 外装仕様のケーブル配線 ・ 内装仕様のケーブル配線

* ハブ、ホイール、ペダルは含まない。　* フロントディレイラー：直付け、クランク：52-
39T

標準的なコンポセットでの希望小売価格の目安
機械式コンポセット Di2 コンポセット Di2 パーツのみ

DURA-ACE ¥197,000 ¥336,000 ¥222,000
ULTEGRA ¥93,000 ¥170,000 ¥122,000

Q2： DURA-ACE 7970シリーズとの価格差はどれくらいありますか？
  A： 下記の価格表をご参考にしてください。

Q1： DURA-ACE 7970 シリーズとの互換性はありますか？
  A：  エレクトリックケーブルの構造やシステム自体が異なるため、電動系パーツ

（バッテリー本体を除く）の互換性はありません。DURA-ACE のクランク、 
キャリパーブレーキ、スプロケット、チェーン、前後ハブは互換性があります。

Q3： DURA-ACE 7970 シリーズとのシステムの違いは何ですか？
  A：  大きく 3 つの違いがあります。 

・ 独立式の配線構造　・ 細くスマートになったケーブル　・ PC とのリンクが可能

Q5： もっと詳しい製品仕様や組み付け方法が知りたいのですが。
  A：  シマノでは ULTEGRA 6770 シリーズに関するマニュアルを Web で公開しています。 

詳しくはそちらをご覧ください。 
 URL    http://si.shimano.com

ULTEGRA 6770 Di2 ULTEGRA 6700
デュアルコントロールレバー 313g（ペア） 447g（ペア）

リアディレイラー 270g 189g
フロントディレイラー 167g 89g

バッテリー 71g —
メインパーツの重量差  96g

Q4: ULTEGRA 6700 シリーズと比べて重量はどうなりますか？
  A：  ULTEGRA 6770 シリーズと ULTEGRA 6700 シリーズのメインパーツを比較しても

96g の重量差に過ぎません。Di2 の圧倒的な操作性能、アドバンテージと比べると、
ほんのわずかな差だと言えるでしょう。

よくあるご質問  Q&A

【注意事項】 ● 水に濡れた状態でコネクター及びバッテリーの着脱をしないでください。●エレクトリックケーブルを抜くとき、及び組み付けの際には、必ず専用工具 TL-EW02 を使用してください。 
● 変速の調節以外のメンテナンス時や組み立て時には、必ずバッテリーを抜いてください。● 組み立て及び使用の際には、取扱説明書を参照の上、正しくお取り扱いください。

ULTEGRA 6770シリーズ  チャート表

デュアル
コントロール
レバー
¥31,526

RD-6770-SS
リア
ディレイラー
¥24,249

フロント
ディレイラー
¥21,639

FD バンド 
アダプター
¥822~ ¥870

SM-
BCR1
バッテリー

SM-BA01
ボトルケージ
アダプター
¥1,258

SM-BMR1
バッテリー
マウント
¥10,062~¥10,536

EW-SD50
エレクトリック
ケーブル
¥2,038~¥2,323*

* エレクトリックケーブル長さ（19種類）
150、200、250、300、350、400、500、550、600、650、700、750、800、850、900、950、1000、1200、1400mm

内装仕様
ジャンクションB
¥2,658 HOLLOWTECH-II

クランクセット
52-39T　53-39T
¥23,148~¥23,337

HOLLOWTECH-II
クランクセット
50-34T
¥25,009~ ¥25,198

BB アダプター
¥1,978

BR-6700
デュアルピボット
ブレーキ
¥12,832

（前後セット）

フロントハブ
¥4,639

フリーハブ
¥8,591

WH-6700
ホイールセット
フロント  ¥19,035
リア  ¥22,345~ ¥22,346

CS-6700
10 スピード用
カセットスプロケット
11-23T 11-25T
11-28T 12-23T
12-25T
¥6,560

CN-6701
10 スピード用
スーパーナロー
HG チェーン
¥3,022（116 リンク）

PD-6700-C
SPD-SL ペダル
カーボンボディ
¥14,231

PD-6700
SPD-SL ペダル
アルミボディ
¥10,058

SM-JC40
外装仕様
ジャンクションB
¥2,658ジャンクション A

¥8,147

SM-BCR1用
ケーブル
¥592

EW-SD50 用
ケーブルカバー
¥828

SW-R600
サテライト
シフトユニット
※ 2012 年発売予定

SM-BTR1
バッテリー
¥6,693

その他

ULTEGRA 6770 シリーズ ULTEGRA 6700 シリーズ
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COMBINATIONS

独立した配線ケーブルを採用することで、各コネクター部でエレクトリックケーブルの取り外しが可能になり、作業性、メンテナンス性が大幅に向上。
様々なフレーム形状に合わせて最適なケーブルの長さが選択できます。

エレクトリックケーブルセット
製品名 SM-JC40-Lケーブルセット SM-JC40-Mケーブルセット SM-JC41-Lケーブルセット
仕様 外装 外装 内装

付属内容

ジャンクション SM-JC40 SM-JC40 SM-JC41

バッテリーマウント SM-BMR1-L SM-BMR1-L SM-BMR1-I

エレクトリックケーブル
EW-SD50 

（1000mm×1、500mm×1、 
300mm×2）

EW-SD50 
（950mm×1、500mm×1、 

300mm×2）

EW-SD50-I 
（1200mm×1、750mm×1、 

650mm×1、300mm×1）

ケーブルカバー SM-EWC2 
（300ｍｍ×3、50mm×3）

SM-EWC2 
（300mm×3、50mm×3） —

メーカー希望小売価格 ¥ 22,240 ¥ 22,240 ¥ 22,575



〒 592-8331 大阪府堺市西区築港新町 1-5-15 　「自転車お客様相談窓口」   ナビダイアル 0570-031961（IP 電話からは 072-243-2829 をご利用ください）　　http://cycle.shimano.co.jp

● このカタログの製品についての内容は 2011 年 10 月現在のものです。● 改良のため予告なく仕様を変更することがあります。● このカタログに記載のメーカー希望小売価格は税込価格です。
● メーカー希望小売価格は素材の価格変動等により、改定される場合がありますのでご了承ください。● 商品の色は、印刷の性質上実際とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。
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Spirit of the sport


