
新サービス情報
NEXUS No.22-03

Nexus N Dx D500 D850コンバージョン

ND500 D850 コンバージョン Kit　￥85,800 （税抜￥78,000）

⒉ コンバージョンKit価格

⒈  コンバージョンの概要
 •ND500D850コンバージョンKit で Nexus NFx D850と同等の操作が可能になります。

 •D850 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な製品があります。

 　▶該当シリアル番号114M63701～ 3714

 •組み替えをご希望の場合は、あらかじめご予約をお願いします。

 •組み替えサービスは、作業内容の違いにより、標準とシンプルの２通りがあります。

 •Kit のみの購入も可能です。説明書の用意はありませんが、よろしければお試しください。

Nexus N Dx D500 ／Nexus N Fx D500をD850仕様へコンバージョンします。

⒌ 操作機能について
詳細は、コンバージョン操作部をご参照ください。

⒍ 機能オプション

⒎ 追加メニュー

4M6マウントを大口径レンズのセッティングがしやすいM4マウントに変更します。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4M6をM4に変更 品番：50422 価格： ￥   6,600（税抜￥6,000）

レンズ取り外しボタン 品番：43242 価格： ￥ 11,000（税抜￥10,000）

ハウジングにカメラをセットしたまま、レンズ交換が可能です。

•標準　￥32,450（税抜￥29,500）

Kit の組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

•シンプル　￥13,200（税抜￥12,000）

Kit の組み替え、作動確認、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

⒊ コンバージョン組替えサービス

⒋ 干渉部分取り除きリアボディ追加工
シリアル番号 114M62704 ～ 3790 は不可欠です。￥3,300 （税抜￥3,000）



⒏ 別売アクセサリー

当サービスについての TEL 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）

外部拡張 AF-ONK11D850 品番：42686 価格： ￥ 13,200（税抜￥12,000）

※ND500 の外部拡張 AF-ON は、D850 で操作が可能です。

⒐ お申し込み方法

10. その他
 ご自身でKitを組み替えられた場合は、光軸等の調整が必要な場合があります。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。

 ㊟リアボディ干渉の有無をご確認ください。

 コンバージョン安心点検　　￥11,000 （税抜￥10,000）▶作業内容：光軸測定、作動確認及び調整、耐圧検査

9-1） あらかじめ、予約をお願いします。

 組み替え作業の内容により異なりますが、お預かりからご返送まで、１週間～２週間程度を予定しています。ただし、

 年末年始、長期休暇など、混み具合によっては予定日数を超える場合があります。予約時にご確認ください。

9-2） 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。

9-3） お預かりしたボディの状態によっては、部品交換等、追加で費用が発生する場合があります。



●ISOボタン

●ライブビューセレクター
レバーを回して設定します。

●マルチセレクターボタン

　　　レンズ取外しボタン 
カメラをセットしたまま、レンズ交換が可
能です。

●光ソケット1・2

●動画撮影ボタン

●メインコマンドダイヤル

●電気ソケットサブ

●シャッターボタン

●ピックアップファインダー

●削除ボタン

●サブセレクターボタン
サブセレクターの中央を操作します。
上下左右は操作できません。

Nexus N Dx D500 D850コンバージョン 操作部
操作部の名称及び機能はカメラに対応しています。

●： 標準機能　□ ： オプション機能

●フォーカスモードセレクター

●AFモードボタン

●MENUボタン

●　　（　　　/？ボタン

●　   ボタン
中央のボタンを押します。

●　 ボタン

●　 　ボタン
●　　  （　) ボタン
●OKボタン
●Fn2ボタン

●　　 ボタン

●サブコマンドダイヤル

●　     ボタン
●WBボタン

●QUAL ボタン

●　  ボタン

●MODEボタン

●　　 ボタン

　　　外部拡張 AF-ONK11D850
グリップから手を離さずに、レバーでボタ
ンの操作ができます。

●電源スイッチ

●AF-ON ボタン

●電気ソケットメイン

●フォーカス /ズームノブ



ご希望のメニューの□に　をお付けください。

Nexus N Dx D500  D850 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。

◉コンバージョンKit

品名 品番 価格 

□　￥ 85,800 （税抜￥78,000）

価格 □した合計をお書きください。

ND500 D850コンバージョンKit

様

◉オプション

□　￥   13,200 （税抜￥12,000）

2022.02

レンズ取り外しボタンD850

　
◉追加メニュー

ポートマウント4M6をM4に変更 50422

◉別売アクセサリー

外部拡張 AF-ONK11D850

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

42686

20680

20671

□　￥     6,600 （税抜￥6,000） 

□　￥   13,200 （税抜￥12,000）

□　￥   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・安心点検に関して
　部品交換等、追加で費用が発生する場合があります。

〒

電話・FAX
番号

ご住所

電話番号

Mail

◉コンバージョン組み替えサービス

□　￥   32,450 （税抜￥29,500）

□　￥   13,200 （税抜￥12,000）

□　￥    3 ,300 （税抜￥3,000） 

標準

シンプル

リアボディ干渉部分の取り除き　シリアル番号114M63701～ 3714 は不可欠です

42426

42428

42686

42263

◉コンバージョンについて


