
 

2023 年 1 月 23 日 

報道関係各位 

メリダジャパン株式会社 

新型 SHIMANO 105 Di2 を採用した 

SCULTURA、REACTO、SCULTURA ENDURANCE を新発売！ 
 

貴社益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申上げます。 

メリダジャパン株式会社(本社：神奈川県川崎市、代表取締役会長：髙谷 信一郎)は、日本国内

での独占販売権を有する MERIDA(メリダ)から、SHIMANO 新型 105 Di2 を採用したオールラウン

ドロード「SCULTURA 6000」、エアロロード「REACTO 6000」、エンデュランスロード「SCULTURA 

ENDURANCE 6000」の 3 モデルを新発売いたします。 

 

2022 年 6 月に発表された SHIMANO 製ロードバイク用コンポーネント「105 Di2」シリーズを採用し

たモデルが新たにラインナップ。105Di2 は上位モデルの DURA-ACE や ULTEGRA から受け継

いだ機能と技術を搭載した、Di2 シフティングのコンポ―ネントになります。 

登り、下り、平坦を問わずライディングを楽しめるオールラウンドモデル「SCULTURA 6000」、パリ～

ルーベをも制する快適性を兼ね備えたエアロロードモデル「REACTO 6000」、ロードバイクに乗るこ

とを楽しめるエンデュランスモデル「SCULTURA ENDURANCE 6000」のタイプの異なる 3 モデル

が、皆様のサイクリングライフを彩ります。 

  



○SCULTURA 6000 

 

WHITE(GUNMETAL GREY) （EW46） 

※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。 

 

 
METALLIC BLACK(SILVER) （FK05） 

※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。 

 

 



第 5 世代へとモデルチェンジを果たした SCULTURA CF3 フレームに 105 Di2 を採用したミドルグ

レードモデル。快適性を高めたカーボンフレームやスムーズな変速が魅力の Di2 システム、700×

28C タイヤにより、登りも下りも平坦もストレスフリーなライディングを提供します。 

セミワイヤレスの Di2 システムや MERIDA 独自のヘッドセットを通じたブレーキホースのフレーム内

蔵により、シンプルなハンドル周りを実現。 

また、ホイール、ハンドルバーなどに MERIDA オリジナルパーツを採用。高品質ながらお買い求め

やすい価格を実現しました。 

 

◆商品概要 

商品名称：SCULTURA 6000 

 

標準現金販売価格：528,000 円（税込） （本体価格：480,000 円） 

 

サイズ：XXS（44 ㎝）（適応身長：160 ㎝～170 ㎝） 

     XS （46 ㎝）（適応身長：165 ㎝～175 ㎝） 

     S  （48 ㎝）（適応身長：170 ㎝～180 ㎝） 

     M  （50 ㎝）（適応身長：175 ㎝～185 ㎝） 

     L  （52 ㎝）（適応身長：180 ㎝～190 ㎝） 

 

カラー：WHITE(GUNMETAL GREY) （EW46） 

     METALLIC BLACK(SILVER) （FK05） 

 

商品ページ：https://www.merida.jp/lineup/road_bike/scultura_6000.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○REACTO 6000 

 
SILK BURGUNDY RED(BLACK) (ER52) 

※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。 

 

 
GLOSSY BLACK/MATT BLACK （EK96） 

※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。 

 



トップグレードのエアロ性能を受け継ぎながらコストパフォーマンスを両立した第 4 世代 REACTO 

CF3 フレームに 105 Di2 を採用したミドルグレードモデル。 

セミワイヤレスの Di2 採用により、空力性能や身体への負担を軽減。 

また MERIDA 独自のヘッドセットを通じたブレーキホースのフレーム内蔵により、シンプルなハンド

ル周りとエアロロードとしての空力性能の両立を実現しました。 

 

 

◆商品概要 

商品名称：REACTO 6000 

 

標準現金販売価格：550,000 円（税込） （本体価格：500,000 円） 

 

サイズ：XXS（47 ㎝）（適応身長：160 ㎝～170 ㎝） 

     XS （50 ㎝）（適応身長：165 ㎝～175 ㎝） 

     S  （52 ㎝）（適応身長：170 ㎝～180 ㎝） 

     M  （54 ㎝）（適応身長：175 ㎝～185 ㎝） 

     L  （56 ㎝）（適応身長：180 ㎝～190 ㎝） 

 

カラー：SILK BURGUNDY RED(BLACK)  (ER52) 

     GLOSSY BLACK/MATT BLACK （EK96） 

 

商品ページ：https://www.merida.jp/lineup/road_bike/reacto_6000.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



○SCULTURA ENDRANCE 6000 

 

BURGUNDY RED(BLACK) (ER59) 

※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。 

 

 

SILK DARK SILVER(BLACK) | ES99 

※画像はイメージです。実際のスペックとは異なります。 

 



エンデュランス用途に適した 1：1 ギアレシオを実現する前後 34T ギヤを採用した新型 105 Di2 を

搭載する SCULTURA のエンデュランスモデル。 

長距離でのライディングで卓越した快適性を実現する CF3 カーボンフレーム＆フォークや 700×

32C タイヤ、カスタマイズによりワンハンド変速の可能な新型 105 Di2 のコンビネーションにより、快

適ながらスピード感のあるロングライドを可能としました。 

 

 

◆商品概要 

商品名称：SCULTURA ENDURANCE 6000 

 

標準現金販売価格：528,000 円（税込） （本体価格：480,000 円） 

 

サイズ：XXS（44 ㎝）（適応身長：160 ㎝～170 ㎝） 

     XS （47 ㎝）（適応身長：165 ㎝～175 ㎝） 

     S  （49 ㎝）（適応身長：170 ㎝～180 ㎝） 

     M  （51 ㎝）（適応身長：175 ㎝～185 ㎝） 

     L  （53 ㎝）（適応身長：180 ㎝～190 ㎝） 

 

カラー：BURGUNDY RED(BLACK) (ER59) 

     SILK DARK SILVER(BLACK) （ES99） 

商品ページ：https://www.merida.jp/lineup/road_bike/scultura_endurance_6000.html  

 

■会社概要 

商号 ： メリダジャパン株式会社 

代表者 ： 代表取締役会長 髙谷 信一郎 

所在地 ： 〒210-0005 神奈川県川崎市川崎区東田町 11-27 メットライフ川崎ビル 6F 

設立 ： 2010 年 6 月(創業 1890 年) 

事業内容： 自転車の製造販売 

資本金 ： 10,000 万円 

URL ： https://www.merida.jp/  

 

製品に関するお問い合わせ先 

メリダジャパンお客様相談室 TEL：0465-80-0661 

受付時間 9：30～17：30（土・日・祝日は休み） 

 


