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Felt AR InternaLoc Seatpost Assembly
and Cable Routing Manual

This manual is not intended as a comprehensive use, 
service, repair or maintenance manual. Please see your 
dealer for all service, repairs or maintenance. Your dealer 
may also be able to refer you to classes, clinics or books 
on bicycle use, service, repair or maintenance. 

Note:

Part IV AR Mechanical Compatible Frame
    Mechanical Routing Instruction   
    Electronic Wiring Instruction 

Part V AR Electronic Specific Frame
    Electronic Wiring Instruction  

Part VI Brake Routing Instruction

Pg. 25-34 
Pg. 35-45

Pg. 46-54

Pg. 55-56

  .  .  .  . 
.  .  .  .  .  .
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Part I     VM Seat Clamp 

Part II    VR Seat Clamp 

Part III   InternaLoc Seatpost
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Pg. 6-8

Pg. 9-22
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T
タイプライターテキスト

T
テキストボックス
Felt AR Internalocシートポスト組立およびケーブル取り回し方法の説明書第1章 VM シートクランプ 1-5ページ第2章 VRシートクランプ　6-8ページ第3章 InternaLocシートポスト 9-22ページ第4章 AR メカニカル適応フレームメカニカル取り回し説明　25-34ページ電子配線説明　35-45ページ第5章 AR電動仕様フレーム配線説明　 46-54ページ第5章ブレーキ取り回し説明 55-56ページ注意：この説明書は総合的用途、サービス、修理もしくはメンテナンス説明書として使用される事を意図しておりません。サービスに関してはディーラーにおたずね下さい



1. Saddle Clamp Upper (x2)
2. Saddle Clamp Adjustment Head Half (x2) 
3. Saddle Clamp Lower Clamp (x2)

4. Saddle Clamp Binder Nut with Keyway
5. Saddle Clamp Binder Bolt
6. VM Seatpost

AR Seatpost & Small Parts

VM Saddle Clamp Assembly
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VMサドルクランプアセンブリー 

AR シートポストと補修品 

1. サドルクランプアッパー　2個 

2. サドルクランプ調節用ヘッドの半分　2個 

3. サドルクランプロワークランプ　2個 

4. キー溝付きサドルクランプバインダーナット 

5. サドルクランプバインダーボルト 

6. VM シートポスト

T
タイプライターテキスト

T
タイプライターテキスト
VMサドルクランプアセンブリーAR シートポストと補修品1. サドルクランプアッパー　2個2. サドルクランプ調節用ヘッドの半分　2個3. サドルクランプロワークランプ　2個4. キー溝付きサドルクランプバインダーナット5. サドルクランプバインダーボルト6. VM シートポスト



Locate the two AR saddle clamp 
Lowers and place each onto a 
saddle clamp Upper, aligning 
the holes with the oval-shaped 
holes of the saddle clamp 
Uppers as illustrated below. 

Step 2

The parts should appear as the 
image on the left, in two stacks 
of three pieces, with the bolt, 
nut and seatpost remaining. 

Step 3

Locate the two AR saddle clamp 
Uppers and place each into a 
saddle clamp adjustment Head 
Half, positioning them so the 
hooked surfaces are adjacent 
and can grip a seatpost rail. 

Step 1
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T
テキストボックス
段階1ARサドルクランプアッパー2個をサドルクランプ調節用ヘッドの半分に差し込んで下さい。シートポストレールを固定出来る様にかぎ状の面が接するまで調節します。

T
テキストボックス
段階2ARサドルクランプロワー2個をサドルクランプアッパーに差し込んで下さい。 下記の図の通りに穴のあいた部分をサドルクランプアッパーの楕円形状の穴に合わせます。

T
テキストボックス
段階3左の画像の通りにボルト、ナットとシートポストリメイニングの3種の部分からなる2個の積み重なった部品として組み立てられていなければなりません。



The chamfer of the adjustment 
head half will be placed in 
contact with the chamfered 
surface of the seatpost. Apply 
friction paste between surfaces. 

Being cautious to maintain 
the order of parts in each 
stack, turn each stack 
upside down on the table 
so now the threads face 
away from the table.

Place the bolt and nut threads-
down into the holes of the two 
stacks of pieces as pictured, 
aligning tooth on nut to slot in 
saddle lower clamp. 

Step 5

Step 4

Note: Grease bolt threads.
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T
テキストボックス
段階4画像の通りにボルトとナットのねじ山を2個の部品の穴に合わせて下さい。ナットの歯をサドルロワークランプの溝にかみ合わせます。注意: ボルトのねじ山にグリースを塗布して下さい。

T
テキストボックス
段階52個の部品の積み重なった順番を注意深く守りながら、ねじ山が机と逆方向になる様に部品をひっくり返した状態で作業机の上に置いて下さい。

T
テキストボックス
調節用ヘッドの半分の面取り部分をシートポストの面取りをした面に合わせて下さい。摩擦材を面の間に塗布します。



Pick up one stack and place it thread-side down into the 
seatpost so the chamfer of the adjustment head half is in 
contact with the chamfer of seatpost alloy insert as pictured.

Holding the remaining stack of pieces in place on the other 
side of the seatpost, align the bolt threads with the nut threads 
and tighten 2 to 3 turns. 

Step 7

Step 6
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T
テキストボックス
段階6画像通りに調節用ヘッドの半分の面取り部分をシートポストのアルミインサートの面取りを施した面に合わせて、積み重ねた部品の1つをねじ山を下にしてシートポストに差し込んで下さい。

T
テキストボックス
段階7もう一つの積み重ねた部品をシートポストの片方に合わせ、ボルトのねじ山とナットのねじ山をかみ合わせて2、3回回して固定して下さい。



Once saddle angle and fore/aft position 
are adjusted, tighten the saddle clamp 
bolt to 10-12 nm of torque.

Slide the saddle into the saddle clamp 
assembly beginning from the rear of the 
saddle. 

Step 9

Step 8
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T
テキストボックス
段階8サドルのリア部分からサドルをサドルクランプアセンブリーにスライドし挿入して下さい。

T
テキストボックス
段階9サドルの角度と前面と後面の位置を調節後、サドルクランプボルトを10-12nmのトルク値で固定して下さい。



VR Saddle Clamp Assembly

1. VR Seatpost
2. 3T Saddle Clamp Inner Splined Adjusment Cylinder
3. 3T Saddle Clamp Outer Splined Adjustment Cyclinder
4. 3T Saddle Clamp Outer Clamp
5. 3T Saddle Clamp Binder Bolt

VR Seatpost & Small Parts

1 42 53
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T
テキストボックス
VRサドルクランプアセンブリーVRシートポストと補修品1. VRシートポスト2. 3Tサドルクランプインナースプラインド調節用シリンダー3. 3Tサドルクランプアウタースプラインド調節用シリンダー4. 3Tサドルクランプアウタークランプ5. 3Tサドルクランプバインダーボルト



Slide the Inner Splined Adjustment 
Cylinder into the Outer Splined 
Cylinder as pictured. 

Slide the Inner and Outer Splined 
Adjustment Cylinder assembly into 
the VR seatpost as pictured.

Place the Outer Clamp piecs over either end of the 
Inner and Outer Adjustment Cylinder assembly and 
insert binder bolts through the hole on the face of 
the Outer Clamp pieces as pictured. Align threads 
on binder bolts with the threads on Inner Splined 
Adjustment Cylinder. 

Step 2

Step 3

Step 1

Note: The 3T Outer Clamp 
parts supplied are for 7mm 
round rails. Optimal Outer 
Clamp pieces are available 
for other saddle rail options 
from 3T.
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T
テキストボックス
段階1画像通りにインナースプラインド調節用シリンダーをアウタースプラインド調節用シリンダーにスライドして下さい。

T
テキストボックス
段階2インナースプラインド調節用シリンダーとアウタースプラインド調節用シリンダーアセンブリーを画像通りにVRシートポストにスライドして下さい。

T
テキストボックス
段階3アウタークランプ部分をインナー調節用シリンダー及びアウター調節用シリンダーの端にかぶせ、画像通りにバインダーボルトをアウタークランプ部分の表面上の穴に通して入れて下さい。バインダーボルトのねじ山をインナースプラインド調節用シリンダーのねじ山とかみ合わせます。

T
テキストボックス
注意: 3Tアウタークランプの部品は7㎜の丸型レール用です。3Tの他のサドルレールに適応したアウタークランプ用部品をご使用下さい。



Install the AR/3T saddle clamp 
Outer Clamp and Binder Bolt 
assembly, one on each side ot the 
VR seatpost, and adjust the saddle 
fore/aft position and angle. Tighten 
the Binder Bolt to 5 nm.

Slide the saddle rails onto the 
clamp assembly starting at the back 
of the saddle.

Step 5

Step 4
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T
テキストボックス
段階4サドルの後ろ部分からサドルレールをクランプアセンブリーにスライドして下さい。

T
テキストボックス
段階5AR/3T サドルクランプアウタークランプとバインダーボルトアセンブリーをVRシートポストの両側に取り付けて下さい。サドルの角度、前面および後面の位置と角度を調節します。バインダーボルトを5nmで固定して下さい。



The Felt AR can carry the battery 
to power Shimano Di2 inside the 
aerodynamic seatpost using a 
mounting clip supplied with the 
seatpost. 

Felt AR:
Seatpost Assembly
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T
テキストボックス
Felt ARシートポストアセンブリーFelt ARは、シートポスト付属のマウンティングクリップを使用してエアロダイナミックシートポストの内部にShimamo Di2起動用のバッテリーを取り付けられます。



1. AR Seatpost
2. Shimano Di2 Battery Clip
3. Seatpost Binder Bolts
4. Compression Spring

AR Seatpost Parts

5. Seatpost Slot
6. InternaLoc Seatpost Wedge
7. Seatpost Seals

InternaLoc Seatpost Assembly

1 42 53 6 7
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T
テキストボックス
InternalocシートポストアセンブリーARシートポスト部品1. ARシートポスト2. Shimano Di2バッテリークリップ3. シートポストバインダーボルト4. コンプレッションスプリング5. シートポストスロット6. Internaloシートポストウェッジ7. シートポストシール



The Shimano Di2 Battery Clip and Compression Spring mount 
between the two halves of the black InternaLoc Seatpost Wedge. 
This Shimano Di2 Battery Clip hangs inside the InternaLoc Seatpost 
Wedge assembly. 

Step 1
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T
テキストボックス
段階1Shimano Di2バッテリークリップとコンプレッションスプリングを黒いInternalocシートポストウェッジの間に取り付けます。Shimano Di2バッテリクリップはInternalocシートポストウェッジアセンブリーの内部につり下がる状態になります。



To install the Shimano Di2 Battery Clip and Compression Spring into the InternaLoc Seatpost Wedge, place one half of 
the InternaLoc Seatpost Wedge on a flat surface. Place one of the round mounting pins at the top of the Shimano Di2 
Battery Clip into the small indent toward the bottom edge of the first half of the black InternaLoc Seatpost Wedge. Place 
the Compression Spring into the larger indent at the center of the InternaLoc Seatpost Wedge. Place the other half of the 
InternaLoc Seatpost Wedge on top of the bottom half seating spring and Shimano Di2 Battery Clip mounting pin in the 
appropriate indentations.
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T
テキストボックス
Shimano Di2バッテリークリップとコンプレッションスプリングをInternalocシートポストウェッジに取り付ける時、平らな面にInternalocシートポストウェッジを置いて下さい。丸型のマウンティングピン1本をShimano Di2 バッテリークリップの上にInternalocシートポストウェッジの半分の下にある小さなくぼみに差し込みます。コンプレッションスプリングを Internalocシートポストウェッジ中央にある大きなくぼみに置いて下さい。もう一方のInternalocシートポストウェッジを 下半分のシーティングスプリングにかぶせ、Shimano Di2マウンティングピンを溝にそって正しく設置します。



After the Shimano Di2 Battery Clip and 
Compression Spring are installed in the two halves 
of the InternaLoc Seatpost Wedge, orient the 
seatpost and battery mount assembly so the bottom 
edge will slant downward toward the ground at the 
front of the bike. The leading edge of the assembly 
will extend downward to be the lowest point when 
hanging from the seatpost. 

Step 2
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T
テキストボックス
段階2Shimano Di2バッテリークリップとコンプレッションスプリングを2枚のInternalocシートポストウェッジに取り付けた後、下の端が自転車前方の地面にそって傾斜する様にシートポストとバッテリーマウントの位置を調節して下さい。シートポストから釣り下がっている場合、アセンブリーの先端を一番低い場所まで延長出来ます。



Squeeze the assembly together with the front being 
the lowest point (angled downward toward the 
front of the bike) and insert it into the bottom of the 
seatpost. 

Note: Apply a thin coat of carbon friction paste 
on the surface of aluminum InternaLoc Seatpost 
Wedge that will contact the carbon fiber surface 
of seatpost to prevent slipping or noise.

Slide the assembly up into the seatpost until the 
guides on each side of the internal seatpost wedge 
snap into the slots on each side of the seatpost. 
Be sure to keep the assembly at the bottom of the 
seatpost for now. 

click!click!
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T
テキストボックス
注意: 滑り落ちと音鳴り防止にカーボン繊維製のシートポストの面と触れるアルミニウム製のInternalocシートポストウェッジの表面にカーボン製の摩擦材を薄く塗布して下さい。

T
テキストボックス
前面が一番下の方になる様にアセンブリーを押し付ながら、（自転車前方の下の角度に）、シートポストの下の部分に挿入して下さい。

T
テキストボックス
ガイドが内部のシートポストウェッジ両側の溝にはまるまでアセンブリーをシートポスト内部でスライドしながら押し上げて下さい。アセンブリーをシートポストの下の部分に正確に置いて下さい。



The Shimano Di2 SM-BTR2 cylinder shaped battery 
installs in the bottom of the clip that you installed 
between the two halves of the InternaLoc Seatpost 
Wedge in Step 2. To install the battery, first slide a soft 
“O” ring over the Shimano SM-BTR2 battery. 

Step 3
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T
テキストボックス
段階3Shimano Di2 SM-BTR2シリンダー形状のバッテリーを段階2で取り付けたInternalocシートポストウェッジの間にあるクリップ下部に取り付けます。バッテリーを取り付ける場合、最初にやわらかいOリングをShimano SM-BTR2バッテリーにかぶせて下さい。



Before moving on to Step 4, installing the seatpost 
assembly into the AR bike frame, be sure to attach the 
Shimano Di2 wire to the battery so the derailleurs can be 
powered by the Shimano Di2 SM-BTR2 cylinder-shaped 
battery.

With the battery cable connector facing downward, 
push the battery into the claw-shaped clip until the 
brackets on the clip snap into place on the battery. 
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T
テキストボックス
バッテリーケーブルコネクターを下に向けて、クリップのブラケットがバッテリーにきちっとはまるまでバッテリーをつめ状のクリップに押し入れて下さい。

T
テキストボックス
シートポストアセンブリーをARバイクフレームに取り付ける段階4に移る前に、Shimano Di2 SM-BTR2シリンダー形状のバッテリーでディレーラーを起動させる為にShimano Di2ワイヤーをバッテリーに装着して下さい。



Install the Seatpost Assembly into the AR Bike Frame. 

Step 4

Note: Application of carbon 
fiber assembly paste to the 
outer surface of seatpost to 
insertion point and inside seat 
tube highly recommended. 
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T
テキストボックス
段階4シートポストアセンブリーをARバイクフレームに取り付けて下さい。注意:シートポスト外部の表面、挿入箇所とシートポスト内部にカーボン繊維製のアセンブリーペーストを塗布する事をお奨め致します。



Slide the seatpost assembly into the AR frame. Look 
for the threaded holes in the InternaLoc Seatpost 
Wedge; they will be visible through the holes in the 
seat tube at the top of the AR bike frame. Be sure to 
apply grease or anti-seize to bolt threads.

Step 5
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T
テキストボックス
段階5シートポストアセンブリーをARフレームにスライドして下さい。Internalocシートポストウェッジ上にあるねじ山のついた穴を確認して下さい。； ARバイクフレーム上部のシートチューブの穴を通して見えます。ねじ山を締める場合、グリースまたは焼き付け防止剤を塗布して下さい。 



Install the two seatpost binder bolts, one 
on each side into the holes at the top of 
the AR bike frame so they thread smoothly 
into the InternaLoc Seatpost Wedge inside 
the seatpost. Once the saddle height 
is adjusted, tighten the seatpost binder 
bolts on each side using a torque wrench 
set to 6-8 nm of torque. Do not tighten 
completely until saddle height is verified. 
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T
テキストボックス
シートポスト内部のInternalocシートポストウェッジのねじ山にスムースにかみ合わせる様に2個のシートポストバインダーボルトをARバイクフレームに取り付けて下さい。, サドルの高さを調節した後、両側のシートポストバインダーをトルクレンチを使って6-8nmのトルク地で固定します。サドルの高さを調節するまで完全に固定しないで下さい。



Install the seatpost seals by starting at the 
top and applying light pressure on the seal 
while placing it in the vertical slot in the 
seatpost. 

Step 6
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T
テキストボックス
段階6シートポスト上の縦長の溝にシールをかぶせて、上部からシールを軽く押しつけてシートポストシールを取り付けます。



The seatpost seal will gently 
snap into place. After 
confirming your saddle height, 
cut the seatpost seal to length 
with about 2-4mm of extra 
length to insert between the 
seatpost and inside of the seat 
tube of the frame. 
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T
テキストボックス
シートポストシールは軽く正しい位置にはまる様に設定されています。サドルの高さを調節した後、シートポストとフレームのシートチューブ内部に挿入出来る様に2-4mmの余裕を持たせてシートポストシールをカットして下さい。



Seatpost pictured is installed correctly, saddle height 
confirmed, and seatpost seals cut to appropriate length. 

- 2 2 -

T
テキストボックス
画像のシートポストは正しく取り付けられています。サドルの高さも正しく調節されており、シートポストシールも適正な長さにカットしています。



Felt AR Cable Routing
Mechanical and Electronic Wiring

This manual is not intended as a 
comprehensive use, service, repair 
or maintenance manual. Please 
see your dealer for all service, 
repairs or maintenance. Your 
dealer may also be able to 
refer you to classes, clinics 
or books on bicycle 
use, service, repair or 
maintenance. 

Note:

Part IV AR Mechanical Compatible Frame
     Mechanical Routing Instruction   
     Electronic Wiring Instruction 

Part V AR Electronic Specific Frame
     Electronic Wiring Instruction  

Part VI Brake Routing Instruction

Pg. 24-34 
Pg. 35-45

Pg. 46-54

Pg. 55-56

 .  .  .  .  .  . 
 .  .  .  .  .  .  .

 .  .  .  .  .  .  .

.  .  .  .  .  .  .  .  .

T
テキストボックス
Felt ARケーブル取り回しの方法メカニカルおよび電子配線第4章 AR メカニカル適応フレームメカニカル取り回し説明 24-34ページ電子配線説明　35-45ページ第5章　AR電動仕様フレーム電子配線説明 46-54ページ第6章 ブレーキ取り回し説明 55-56ページ

T
テキストボックス
注意：この説明書は総合的用途、サービス、修理もしくはメンテナンス説明書として使用される事を意図しておりません。サービスに関しては販売店におたずね下さい。



Rear Brake Cable to Brake LeverRear Derailleur Cable to Shifter
Front Derailleur Cable to Shifter

AR Mechanical Cable Routing Road Map
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T
テキストボックス
ARメカニカルケーブル取り回し図解緑：リアディレーラーケーブルからシフターヘ赤：フロントディレーラーケーブルからシフターヘ黄色：リアブレーキケーブルからブレーキレバーへ※フレーム内にライナーはございません。リアブレーキはアウターをダウンチューブから挿入しヘッドチューブ内側からトップチューブの穴へ押し出してください。
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1. Mousetail Ferrule 
    - DT - Front Derailleur - 800mm
    - DT - Rear Derailleur - 300mm
    - CS - Rear Derailleur - 550mm 

2. Bottom Bracket Cable Guide 
3. Rear Dropout Cable Stop
4. Single Hole Top Tube Grommet
5. Front Derailleur Grommet

6. Downtube Cable Stop (x2)
7. Downtube Cable Stop Bolt (x2)
8. Downtube Grommet

AR Cable Routing & Small Parts

Part IV 
AR Mechanical Compatible Frame
Mechanical Cabling Instructions

T
テキストボックス
第5章ARメカニカル適応フレームメカニカルケーブル配線説明

T
テキストボックス
ARケーブル取り回しと補修品1. マウステール状はばき金-ダウンチューブ - フロントディレーラー- 800mm- ダウンチューブ - リアディレーラー - 300mm- チェーンステー - リアディレーラー - 550mm2. ボトムブラケットケーブルガイド3. リアドロップアウトケーブルストップ4.　シングルホールトップチューブ用グロメット

T
テキストボックス
5. フロントディレーラー用グロメット6. ダウンチューブケーブルストップ2個7. ダウンチューブケーブルストップボルト2個8. ダウンチューブ用グロメット



a. If the downtube cable hole is plugged 
remove the Downtube Grommet.

b. Replace the Downtube Grommet with 
the Downtube Cable Stop and securly 
fasten it with the Downtube Cable Stop 
Bolt. 

Step 1

Mechanical Compatible Frame
Mechanical Routing

- 2 6 -

T
テキストボックス
メカニカル適応フレームメカニカル取り回し段階1 a. ダウンチューブケーブルホールがふさがっている場合、ダウンチューブ用グロメットを取り外して下さい。

T
テキストボックス
b. ダウンチューブ用グロメットをダウンチューブケーブルストップに取り替え、ダウンチューブケーブルストップボルトできちんと固定して下さい。



a. Route shifter cable through 
800mm Mousetail. Then Route 
through the Downtube Cable Stop 
to the hole in the bottom bracket. 

Step 2

Right Shifter Cable

- 2 7 -

T
テキストボックス
ライトシフターケーブル段階2a. シフターケーブルを800㎜のマウステールを通して取り回して下さい。その後、ダウンチューブケーブルストップを通してボトムブラケットの穴に取りまわして下さい。



a.  If no Cable Stop is 
present on drive-side 
dropout, locate the 
Dropout Cable Stop so 
the rear derailleur cable 
can be installed. 

b. Insert the shaft of the 
Dropout Cable Stop so 
it looks like the figure 
below. 

c. Thread a shifter cable into the Mousetail 
Ferrule. Next, thread the cable though the 
dropout grommet and advance the cable until 
it exits the hole in the bottom bracket. Slide the 
Mousetail toward the end of the shifter cable, 
until the ferrule meets the dropout grommet. 
When finished, remove the shifter cable. 

Step 3 

Rear Grommet & 
Mousetail

- 2 8 -

T
テキストボックス
リア用グロメットとマウステール段階3a. ケーブルストップがドライブサイドドロップアウトに見当たらない場合、リアディレーラーケーブルを取り付ける為のドロップアウトケーブルストップを探して下さい。

T
テキストボックス
b. ドロップアウトケーブルストップの軸を下記の図通りに挿入して下さい。

T
テキストボックス
c. シフターケーブルをマウステールに通して下さい。次にケーブルをドロップアウトケーブルストップに通してケーブルがボトムブラケットの穴から出るまで通し続けます。マウステールのエンドキャップがドロップアウトケーブルストップに触れるまで通して下さい。過程終了後、シフターケーブルを取り外します。



Cut mouse tail ferrule to length for rear 
derailleur.

Step 4.

Repeat steps 1 and 2 to install 
mechanical shifter cable housing 
on the left side of the frame. Keep 
tension on right shifter cable as to 
not cross cables within the frame. 

Step 4

Left Shifter Cable

- 2 9 -

T
テキストボックス
レフトシフターケーブル段階4段階1と段階2を繰り返してメカニカルシフターケーブルハウジングをフレームの左側に取り付けて下さい。フレーム内でケーブルが交差しない様にライトシフターケーブルの張力を維持します。



- 3 0 -

3

2

1 c. Take front derailleur shifter 
cable (1) thread it though the 
hole in the cable router (marked 
in yellow), then back into the hole 
in the bottom bracket and out 
the front derailleur cable hole. 
Simultaneously press the Bottom 
Bracket Cable Guide into the hole 
in the bottom bracket and pull 
shifter cables taught. 

a. Take rear derailleur shifter cable 
(2) and thread into Mousetail (3), 
and leave slack exposed in a loop.  

b. Bring cable router (4) to 
cable exit hole and press cabled 
Mousetail into the long channel. As 
shown. 

Step 5

Shifter Cable Guide

2

3

4

1

T
テキストボックス
シフターケーブルガイド段階5a. リアディレーラーシフターケーブル②をマウステール③に通し、ループ状にたるませて下さい。b. ケーブルルーター ④をケーブルの出口の穴まで通し、画像の様にマウステールを長い管に押し入れて下さい。c. フロントディレーラーシフターケーブル①をケーブルルーターの穴（黄色で表記されています。）に通し、ボトムブラケットの穴に通してフロントディレーラーケーブルの穴から出して下さい。同時にボトムブラケットケーブルガイドをボトムブラケットの穴に押し込んでシフターケーブルをぴんと張ってください。
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The correctly installed Botztom Bracket 
Cable Guide should look as pictured. 

Step 6

Bottom Bracket Cable Guide

T
テキストボックス
ボトムブラケットケーブルガイド段階6正しく取り付けられたボトムブラケットケーブルガイドは画像の通りになります。



Left Side DT cable grommet

Step 5.  
Add a length of cable shifter 
housing between the ferrule in the 
dropout and the rear derailleur. 

Step 7 

Rear Cable Routing

- 3 2 -

T
テキストボックス
リアケーブル取り回し段階7シフトアウターケーブルをドロップアウトケーブルストップからリアディレイラーの間に付け加えてください。



a. The front shifter cable 
should now be protruding 
from the hole in the frame 
between the derailleur 
mount and bottom bracket, 
with about 1in of Mousetail 
exposed. If too long, trim 
Mousetail. 

b. Slide the front derailleur 
shifter grommet over the cable 
and press-fit into place as 
shown to prevent slipping of 
cable and Mousetail.  

Step 8

Front Derailleur Cable

- 3 3 -

T
テキストボックス
フロントディレーラーケーブル段階8a.フロントディレーラーケーブルは、ディレーラーマウントとボトムブラケットの間のフレームの穴からマウステールが2.54cm程見える位ででなくてはいけません。長すぎる場合、マウステールをカットして下さい。b.フロントディレーラーシフター用グロメットをケーブルにスライドして画像の通りに圧入しケーブルとマウステールの脱落を防止します。



Install the seatpost seals by starting at the 
top and applying light pressure on the seal 
while placing it in the vertical slot in the 
seatpost. 

Step 6.
All AR Shifter Cables Installed!

- 3 4 -

T
テキストボックス
すべてのARシフターケーブルの取り付けが完了しました。



Downtube Cable Battery to Junction

External Battery (if applicable)

(Wiring road map is identicle for both 
mechanical compaitble and FRD framesets)

Rear Derailleur Cable to Junction
Front Derailleur Cable to Junction Downtube Cable Brain to Junction

AR Mechanical Compatible 
Electronic Wire Routing Road Map

*

- 3 5 -

T
テキストボックス
ARメカニカル適応電子配線取り回し図解(配線図解はメカニカル適応フレームセットとFRDフレームセットで同じ内容です。）

T
テキストボックス
青色： ダウンチューブバッテリーからジャンクションへピンク色：　フロントディレーラーケーブルからジャンクションへ黄色：リアディレーラーケーブルからジャンクションへ緑色：ダウンチューブケーブルブレーンからジャンクションへ* 外部バッテリー (適応する場合)
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1 42 53 6 7

4. Rear Dropout Grommet
5. Top Tube Double Hole Grommet
6. Bottom Bracket Grommet
7. *Junction B

AR Cable Routing & Small Parts

1. *Shimano Di2 Wires
2. Downtube Gromemt (x2) 
3. *Shimano 8mm Front Derailleur Grommet

*not included with AR frame

AR Mechanical Compatible Frame
Electronic Wiring Instructions

T
テキストボックス
ARメカニカル適応フレーム電子配線説明

T
テキストボックス
ARケーブル取り回しと補修品1. *Shimano Di2ワイヤー2. ダウンチューブ用グロメット×2個3. *Shimano 8mm フロントディレーラー用グロメット

T
テキストボックス
4. リアドロップアウト用グロメット5.　トップチューブ用ダブルホールグロメット6. ボトムブラケット用グロメット7. *Shimano　ジャンクションB*ARフレームに含まれておりません。



Step 1

Plug Downtube For Wiring

a. If the Downtube Cable Stop is installed, 
loosen the bolt and remove it.

b. Replace the Downtube Cable Stop with 
the Downtube Grommet. Press-fit into 
place as pictured. 

- 3 7 -

T
テキストボックス
ダウンチューブを電子配線用に穴をふさぐ方法段階1a. ダウンチューブケーブルストップが取り付けられている場合、ボルトをゆるめてから取り外して下さい。

T
テキストボックス
b. ダウンチューブケーブルストップをダウンチューブ用グロメットと取り替えて下さい。画像通りに押し入れて下さい。



Route wire from hole in top tube, into 
the downtube so the end is at the bottom 
bracket hole.

Step 2

Shifter Junction Wire

- 3 8 -

Tip: to make routing easier, tape the 
end of the wire to the end of a piece of 
brake cable (as a steel cable is easier 
to route than a wire or housing). Once 
cable is visible through exit hole, pull 
through and remove tape. 

Brake Cable 
Electronic Wire

T
テキストボックス
シフタージャンクションワイヤー段階2ボトムブラケットホールにワイヤーの末端が行く様にトップチューブの穴からワイヤーダウンチューブに通します。

T
テキストボックス
ブレーキケーブルワイヤーケーブルコツ：簡単に取り回しをしたい場合、ワイヤーの末端をブレーキケーブルの部分にテープ止めをして下さい。 （スチール製のケーブルはワイヤーやハウジングより取り回しがしやすくなっています。）出口の穴からケーブルが見えたら、引っ張ってテープを外します。



a.  Press-fit Front Derailleur 
Grommet into the front derailleur 
cable exit hole.

Step 3

Front Derailleur

- 3 9 -

T
テキストボックス
フロントディレーラー段階3a. フロントディレーラー用グロメットをフロントディレーラーケーブル出口の穴に圧入して下さい。



Route the rear derailleur wire 
through the hole in the drive-
side dropout, through the 
chainstay and out the bottom 
bracket  hole as pictured. 

Step 4

Rear Derailleur Wire

- 4 0 -

T
テキストボックス
リアディレーラーケーブル段階4画像に従ってリアディレーラーワイヤーをドライブ側のエンドドロップアウトの穴から挿入しチェーンステーとボトムブラケットの穴へ通して下さい。



If needed, remove the seatpost from 
the frame. Route the battery wire 
though the downtube and out the 
bottom bracket hole. This should be 
the 4th and final wire now visible 
leaving the bottom bracket hole.

Step 5

Internal Battery Wire

Note* At this point, all electric wiring 
should be complete and should look 
as this photo does with both ends of 
all cables unplugged. 

- 4 1 -

T
テキストボックス
内部バッテリーワイヤー段階5もし必要であれば、シートポストをフレームから取り外して下さい。バッテリーワイヤーをダウンチューブを通して取り回し、ボトムブラケットの穴から出します。これはボトムブラケットの穴から見える4番目の最後のワイヤーです。注意：この時点で電子配線が完了している必要があり、この画像通りにすべてのケーブルの末端がボトムブラケットの穴から出ていなくてはいけません。



- 4 2 -

1
2

3
4

a. Plug front and rear derailleur wires 
(1&2) into Junction B (Rear).
Plug battery wire (3) and shifter wire 
(4) into Junction B (Front)

b. After fitting the connected 
Junction B into the hole 
in the bottom bracket, 
plug with supplied Bottom 
Bracket Grommet as 
pictured.

Connecting Junction B

Step 6

Rear

Front

T
テキストボックス
ジャンクションBの接続方法段階6a. フロントディレーラーワイヤーとリアディレーラーワイヤー（1と2）をジャンクションB(リア）に接続して下さい。バッテリーワイヤー（3）とシフターワイヤー(4)をジャンクションB(フロント)に接続します。

T
テキストボックス
b. 接続が終了したジャンクションBをボトムブラケットの穴に差し込み、画像の通りに付属のボトムブラケット用グロメット穴をふさいで下さい。
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When using an external battery, plug the 
battery Di2 Wire into the battery port (A). 
Fit Junction B into the bottom bracket 
hole and finish by fitting the Bottom 
Bracket Grommet in place as pictured to 
the right. 

Step 6 (alternative)

External Battery Wire

A.

T
テキストボックス
外部バッテリーワイヤー段階6　(別の方法）外部バッテリーを使用する場合、Di2バッテリーワイヤーをバッテリーポート(A)に接続して下さい。ジャンクションBをボトムブラケットの穴に挿入し、ボトムブラケット用グロメットを画像に従って正しく取り付けてください。



a. Plug in Shimano battery to power wire. 
Then replace seatpost properly. Refer to 
the AR seatpost section if needed. 

Battery Wire

Step 7

- 4 4 -

T
テキストボックス
バッテリーワイヤー段階7a. Shimanoバッテリーをパワーワイヤーに接続後、シートポストを元の位置にきちんと取り付けて下さい。もしも必要ならばARシートポストに関連する章をご参照願います。



a. Press in any remaining 
grommets. Refer to below 
images for placement.

b. If not already done, 
connect wires to derailleurs 
and Junction B.

A

A
B

C

B C

C

A
B

Step 8

Wire Grommets

Rear Derailleur Grommet Front Derailleur Grommet Top Tube Grommet - 4 5 -

T
テキストボックス
ワイヤー用グロメット段階8a. 残りのグロメットを圧入して下さい。グロメットの場所については下記の画像をご参照下さい。b.もしこの工程が終了していない場合、ワイヤーをディレーラーとジャンクションBに接続して下さい。A. リアディレーラー用グロメットB. フロントディレーラー用グロメットC. トップチューブ用グロメット



Part V
AR Electronic Wire Routing

1. *Di2 Wires
2. *Di2 Junction B
3. Bottom Bracket Plug
4. Top Tube Grommet
5. Seat Tube Grommet
    (Shimano SMGM01 6mm Grommet)

6. Dropout Grommet

AR Wiring Small Parts

- 4 6 -

1 3 54 62

T
テキストボックス
第5章AR配線用補修品

T
テキストボックス
AR配線用補修品1. *Ｓｈｉｍａｎｏ Di2 ワイヤー2. *Ｓｈｉｍａｎｏ Di2 ジャンクション B3.ボトムブラケット用プラグ4. トップチューブ用グロメット5.シートチューブ用（Ｆメカ用）グロメット(Shimano SMGM01 6mm はとめ金）6. ドロップアウト用グロメット



Downtube Cable Battery to Junction

External Battery (if applicable)

Rear Derailleur Cable to Junction
Front Derailleur Cable to Junction Downtube Cable Brain to Junction

AR Electronic Wire Routing Road Map

*

- 4 7 -

T
テキストボックス
AR電子配線取り回し図解青色： ダウンチューブバッテリーからジャンクションへピンク色：　フロントディレーラーケーブルからジャンクションへ黄色：リアディレーラーケーブルからジャンクションへ緑色：ダウンチューブケーブルブレーンからジャンクションへ* 外部バッテリー (適応する場合)



a.  Route the wire down thruogh the 
top tube wire-endtry point, through the 
downtube and out the bottom bracket as 
pictured.

Step 1

Shifter Junction Wire

- 4 8 -

Tip: to make routing easier, tape the 
end of the wire to the end of a piece of 
brake cable (as a steel cable is easier 
to route than a wire or housing). Once 
cable is visible through exit hole, pull 
through and remove tape. 

Brake Cable 
Electronic Wire

T
テキストボックス
シフタージャンクションワイヤー段階1a. トップチューブのワイヤー取り込み口からワイヤーを取り回し、ダウンチューブを通して画像通りにボトムブラケットに通して出して下さい。

T
テキストボックス
ブレーキケーブルワイヤーケーブルコツ：簡単に取り回しをしたい場合、ワイヤーの末端にブレーキケーブルをテープで止めて下さい。 （スチール製のケーブルはワイヤーやハウジングより取り回しがしやすいです。）出口の穴からケーブルが見えたら、引っ張ってテープを外します。



Route the wire, entering the small hole 
located under the front derailleur mount 
and out the hole under the bottom 
bracket as pictured. Press-fit the Front 
Derailleur Grommet (A) into the hole 
to prevent Di2 wire from falling into the 
frame. 

Front Derailleur Wire

Step 2

(A)

- 4 9 -

T
テキストボックス
フロントディレーラーワイヤー段階2フロントディレーラーマウントの下にある小さな穴にワイヤーを通して画像通りにボトムブラケットから出る様に取り回して下さい。フロントディレーラー用グロメットを穴に圧入して下さい。Di2ワイヤーがフレームに落ちるのを防ぎます。



Route the rear derailleur wire through the 
hole in the drive-side dropout, through 
the chainstay and out the wire-exit hole 
under the bottom bracket as pictured. 

Rear Derailleur

Step 3

- 5 0 -

T
テキストボックス
リアディレーラー段階3画像通りにリアディレーラーワイヤーをドライブ側ドロップアウトの穴から挿入し末端をチェーンステーとボトムブラケット下のワイヤー出口の穴から通して下さい。



Note* At this point, all electric wiring 
should be complete and should look 
as this photo does with both ends of 
all cables unplugged. 

a. If needed, remove the 
seatpost from the frame. 
Route the battery wire 
though the downtube 
and out the wire-exit 
hole under the bottom 
bracket as shown. 

Seat Tube Wire

Step 4

- 5 1 -

T
テキストボックス
シートチューブワイヤー段階4a. もし必要であれば、シートポストをフレームから取り外して下さい。バッテリーワイヤーをダウンチューブを通してボトムブラケット下のワイヤー出口の穴に取り回して出して下さい。

T
テキストボックス
注意：この時点で電子配線が完了している必要があり、この画像通りにすべてのケーブルの末端がボトムブラケットの穴から出ていなくてはなりません。



- 5 2 -

Front

Rear
1

2

3
4

a. Plug front and rear derailleur wires 
(1&2) into junction box (Rear).
Plug battery wire (3) and shifter wire 
(4) into junction box (Front).

b. After fitting the connected Di2 
Junction B into the hole in the 
bottom bracket and plugging with 
supplied bottom bracket plug as 
pictured.

Junction B

Step 5

T
テキストボックス
ジャンクションB段階5a. フロントディレーラーワイヤーとリアディレーラーワイヤー（1と2）をジャンクションB(リア）に接続して下さい。バッテリーワイヤー（3）とシフターワイヤー(4)をジャンクションB(フロント)に接続します。b. 接続が完了したDi2ジャンクションBをボトムブラケットの穴に差し込み、画像に従って付属のボトムブラケット用プラグで穴をふさいで下さい。



a. Plug in Shimano battery to power wire.

b. Replace seatpost as pictured. 

Battery Wire

Step 6

- 5 3 -

T
テキストボックス
バッテリーワイヤー段階6a. Shimanoバッテリーをパワーワイヤーに接続して下さい。b. 画像通りにシートポストを元の位置に戻して下さい。



A

A
B

C

B C

C

A
B

Step 8

Wire Grommets

Rear Derailleur Grommet Front Derailleur Grommet Top Tube Grommet

a. Press in any remaining 
grommets. Refer to below 
images for placement.

b. If not already done, 
connect wires to derailleurs 
and Junction B.
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T
テキストボックス
ワイヤー用グロメット段階8a. 残りのグロメットを圧入して下さい。グロメットの場所については下記の画像をご参照下さい。b.もしこの工程が終了していない場合、ワイヤーをディレーラーとジャンクションBに接続して下さい。



Feed the brake cable housing into the 
hole located on the underside of the 
downtube and insert cable until visible in 
the headtube. 

Note: Routing the brake cable and housing is made 
easier if fork is removed when routing cable from 
downtube to toptube.

Step 1

Part VI
Rear Brake Cable Routing

- 5 5 -

T
テキストボックス
第6章リアブレーキケーブル取り回し段階1ブレーキケーブルハウジングをダウンチューブ下部にある穴に通し、ケーブルがヘッドチューブに見える様になるまでケーブルを差し込んで下さい。注意：ケーブルをダウンチューブからトップチューブに取り回す場合、フォークを取り外すとブレーキケーブルとハウジングの取り回しが簡単に出来ます。



a.  Direct the end of the brake cable that 
is in the headtube up and out through the 
hole in the top tube until desired length 
of cable housing is exposed.  

b.  If not already in place, thread the top 
tube cable grommet over the brake cable 
and press-fit into frame. 

Step 2

Rear Brake Cable Routing
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T
テキストボックス
リアブレーキケーブル取り回し段階2a. ヘッドチューブ内にあるブレーキケーブルの末端をトップチューブの穴を通して希望のケーブルハウジングの長さになるまで取り回して下さい。b.もし設置していない場合、トップチューブケーブル用グロメットをブレーキケーブルに通してフレームに圧入して下さい。
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