
新サービス情報

Kit の組み替えと同時にオーバーホール Bを行い、機材の状態を良好に保ち、長く使用することができるようにします

N5D5DMk4コンバージョン スタンダード ￥125,950（税抜￥114,500）

•コンバージョンKit ￥90,200
•リアボディ追加工 ￥3,300
•組替え ￥32,450

N5D5DMk4コンバージョン シンプル　￥104,500（税抜￥95,000）

•コンバージョンKit ￥90,200
•リアボディ追加工 ￥3,300
•組替え ￥11,000

NEXUS No.18-06

Nexus ５Dシリーズ5DMk4コンバージョン

•N5D5DMk4コンバージョンKitで5DMk4の基本操作が十分に行えるようになります。
•5DMk4の対応には、リアボディの干渉部分を取り除く追加工が必要となるため、組み替えサービスを含
 んだメニューで承ります。
•メニューは、作業内容の違いにより、スタンダードとシンプルの２通りがあります。
•コンバージョンのご依頼は、あらかじめご予約をお願いします。

⒊ N5D5DMk4 コンバージョンメニュー

⒋ オプション

NSS-C V1.11 T2 M17 品番：27331 価格： ￥53,900（税抜￥49,000）

レンズロック解除ボタン組み込み 品番：50416 価格： ￥11,000（税抜￥10,000）
カメラをハウジングにセットしたままレンズの取外しが行えます。
▶現行製品のレンズロック解除ボタンはそのまま使用することができます。

Nexus C 5DMk4に採用のＸ同調対応ストロボ接続システムで、光接続２灯、電気接続２灯が同時に使用できます。

Nexus ５Dシリーズ※ を５DMk4仕様にコンバージョンします。

⒈ Nexus 5Dシリーズ（以下N5D）5DMk4 コンバージョン概要

Kit の組み替え、目視による防水機能の点検、可動部分解点検及びグリスアップ、耐圧検査を行います
ハウジングの状態がよく、オーバーホールをするまでもない場合におすすめします

⒉ N5D5DMk4 コンバージョン対象機種名
•Nexus 5D 
•Nexus 5DMk2 
•Nexus 5DMk3
•Nexus C

受付時間：月～金 9:00～17:00　※祝祭日を除く

◉ 当サービスについてのお問い合わせ・お申し込みは

※ Nexus 5D / 5DMk2 / 5DMk3 / Nexus C



⒎   追加メニュー

大口径の広角ズームレンズのなかには、M5マウントでは使用できないものがあります。現時点での該当はEF24-70mm F2.8L 
USMです。当メニューは部品の取外しが必要なため、コンバージョンやオーバーホールと同時に行うのがおすすめです。
▶M6に変更されたマウント部はアルミの地肌のままで、塗装はされていません。

ポートマウントM5をM6に変更 品番：50415 価格： ￥   6,600（税抜￥6,000）

⒏   別売アクセサリー

EF11-24mm F4L USMレンズを使用される場合は、組込みのレンズフードの径が大きいため、セッティングしやすいM4マ
ウントに変更されることをおすすめします。当メニューは部品の取外しが必要なため、コンバージョンやオーバーホールと
同時に行うのがおすすめです。
▶M4に変更されたマウント部はアルミの地肌のままで、塗装はされていません。

ポートマウントM6をM4に変更 品番：50423 価格： ￥   6,600（税抜￥6,000）

当サービスについての ℡ 0564-25-3937 受付時間：月～金　9：00～17：00　※祝祭日を除く
お問い合わせ

・
ご予約

Nexus ストレートファインダーⅡ  マイナス 4 品番：20671 価格： ￥  85,800（税抜￥78,000）

Nexus45 度ファインダーⅡ  マイナス 4 品番：20680 価格： ￥  63,800（税抜￥58,000）

拡張サブダイヤル＆START/STOP Kit 品番：50240 価格： ￥ 34,100（税抜￥31,000）

拡張 START/STOP Kit 品番：50258 価格： ￥ 17,600（税抜￥16,000）
A-1 と同様の外付けタイプのアクセサリーで、ライブビュー撮影・動画撮影の START/STOP 操作のみの仕様です。

使用頻度の高いサブ電子ダイヤルと、ライブビュー、動画のSTART/STOPがグリップから手を離さずに、安定して操作ができる外付けタイ
プのアクセサリーです。

⒌  操作機能について
  コンバージョン操作部をご参照ください。

⒍  ファインダーについて
  お持ちのノーマルファインダー、マルチファインダーはそのまま使用できます。
  Nexus 45度、ストレートファインダーもそのまま使用できます。

⒐  お申し込み方法
  あらかじめ、お電話にてご予約をお願いします。
  　作業内容により異なりますが、お預かりからご返送まで、３週間程度を予定しています。ただし、年末年始、夏期休暇など
  　混み具合によっては予定日数を超える場合があります。ご予約時にご確認ください。

  依頼品を発送の際には、当情報末尾のコンバージョンサービス依頼票をダウンロードして、必要事項をご記入の上、添付
  　してください。

  お預かりしたハウジングボディの状態によっては、個別にご相談させていただく場合があります。

10.  その他
 　5D5DMK4コンバージョンKitのみの 購入も可能です。組み替え手順書は用意されていませんがよろしければお試しください。

 　㊟サブダイヤル干渉の有無をお確かめください。
 　N5D5DMk4 コンバージョン Kit　￥ 90,200（税抜￥82,000）
 　組み替え後は、弊社にてコンバージョン安心点検を受けられることをおすすめします。
 　コンバージョン安心点検   ￥11,000（税抜￥10,000）



●マルチファンクション
　（Nexusc V1.2 のみ）

●スタート/ストップボタン
　ライブビュー撮影/動画撮影スイッチ

●測距エリア設定ボタン

●メイン電子ダイヤルON/OFFノブ

●ドライブモード選択/AF動作選択ボタン
●ホワイトバランス選択 /
　測光モード選択ボタン

●電気ソケットサブ

●フォーカス／ズーム

●マルチコントローラーボタン

●メニューボタン

●レーティングボタン

●消去ボタン

●クリエイティブフォト /
　２画面比較再生ボタン

●インデックス /拡大 / 縮小ボタン
●再生ボタン

●クイック設定ボタン

●AEロックボタン
　（Nexus 5D 除く）
●AFフレームボタン

●モードダイヤル /電源スイッチ

●ストロボ調光補正/ISO感度ボタン

●表示パネル照明ボタン

❶AF-ON ボタン（5DMk4 標準機能）
❷マルチファンクション
❶と❷はアームの交換で変更できます。

●サブ電子ダイヤル
　設定ボタン

●モニターウインドウ

●電気ソケットメイン

N5Dシリーズ5DMk4 コンバージョン 操作部
● ：共通操作部　● ：コンバージョンにより操作可能　□ ：オプション
ハウジング本体に該当操作部が存在しない場合、その機能は対象外となります。

●シャッター

●メイン電子ダイヤル

●光ソケット1・2

　　　　　　　　ポートマウント変更

●マルチファインダー

●INFO ボタン

　　　    レンズロック解除ボタン

START/
STOP　　　拡張サブダイヤル &　　　  Kit 　　　拡張 START/STOP Kit　　　   NSS-C V1.11 T2 M17 組込み



ご希望のメニューの□に をお付けください。

Nexus 5D シリーズ 5DMk4 コンバージョン 依頼票

当依頼票に必要事項をご記入のうえ、ハウジングボディに添付してください。
コンバージョンの流れは、「ご予約」→「お預かり」→「サービス開始」→「返送」で完了します。
発送時期をお守りください。お守りいただけない場合は、返送予定日を超える可能性があります。あらかじめご了承
 ください。
コンバージョンに関係のないアクセサリー類はお手元に保管し、ハウジング本体と必要事項を記入した本依頼票のみ
 をお送りください。

送付先　〒444-2137　愛知県岡崎市薮田 1-16-1　有限会社　アンティス
電　話　0564-25-3937

お申し込み日　　　　　年　　　月　　　日

フリガナ

お名前

ご連絡先
平日の 9：00～17：00 の
時間帯で連絡可能な番号
をご記入ください。

5DMk4 コンバージョン Kit＋組み替えサービス

品名 品番 価格 

□　￥ 125,950（税抜￥114,500）

□　￥  104,500 ）000,59￥抜税（   

価格 した合計をお書きください。

スタンダード

シンプル

様

オプション

□　￥ 11,000（税抜￥10,000）

□　￥ 53,900（税抜￥49,000）

No.18-06　2022.02

レンズロック解除ボタン組込み

NSS-C V1.11 T2 M17 組込み　電気接続・光接続同時使用可能

　

50421

50423

50416

27331

追加メニュー

ポートマウントM5をM6に変更

ポートマウントM6をM4に変更

50415

50422

別売アクセサリー

拡張サブダイヤル &START/STOP Kit

拡張 START/STOP Kit

Nexus 45 度ファインダーⅡ  マイナス４

Nexus ストレートファインダーⅡ  マイナス４

50240

50258

20680

20671

□　￥   6,600（税抜￥6,000） 

□　￥   6,600（税抜￥6,000）

□　￥ 34,100（税抜￥31,000）

□　￥ 17,600（税抜￥16,000）

□　￥ 63,800（税抜￥58,000）

□　￥ 85,800（税抜￥78,000）

備考

ご返送先
作業終了後のお届け先を
ご記入ください。

オーバーホール・コンバージョン安心点検に関して

部品の交換を行った場合は、部品代金が別途加算されます。

〒

電話・FAX
番号

ご住所

電話番号

Mail

コンバージョンについて


