2. カメラに取り付ける
マウントアダプターのカメラ取り付け指 標を、デジタル
カメラのレンズ取り付けマークに合わせて、矢印の方向
（マウントによって回転方向が異なります）に「カチッ」と
音がするまで回します。

MOUNT ADAPTER
ニコン F 用

取扱説明書

レンズ取り付けマーク

この度は、ケンコー「マウントアダプター」
をお買い上げいた
だきまして誠にありがとうございます。
ご使用にあたってはこの取扱説明書をよくお読みいただき、
正しくお使いいただきますようお願いいたします。
※ご使用の前には必ず
「安全上のご注意」
をお読みください。

※このマウントアダプターは AF-S E タイプのレンズ
には、
ご使用いただけません。
カメラ取り付け指標

各部の名称

絞り指標

3. 絞りリングの操作
絞りマーク
（

）

絞りリング

カメラ取り
付け指標

本説明書では、次のような絵表示を使用しています。
は、注意が必要な内容があることを示しています。
図に描かれているのは注意の内容です。
（左図は発火注意）
は、禁止を示しています。図の中に描かれているのは
禁止の内容です。
（左図は分解禁止）
は、指示を示しています。図の中に描かれているのは
指示の内容です。
（左図は注意する旨の指示）

レンズ取り
付け指標

レンズ着脱ボタン

絞りマークの（ ）サイズが大きい方が開放で、小さい方
が絞り込みになります。
※本製品の絞りは、
レンズと異なり数値で表す事ができま
せん。撮影時の目安となります。

取り付け準備
■ デジタルカメラの電源をOFFにしてください。
■ 取り付けの際は、ゆっくりていねいに回してください。

1. レンズにマウントアダプターを取り付ける
※レンズとマウントアダプターの着脱は、必ず両手で
行ってください。
マウントアダプターのレンズ取り付け指標とレンズのレン
ズ取り付け指標を合わせて、
レンズを矢印方向に「カチッ」
と音がするまで回します。
※装着時の回転方向はアダプターに対しレンズが反時計
廻りです。

レンズ取り付け指標

このマウントアダプターには、絞りリングが搭載されてお
り、取り付けるマスターレンズによって絞りリングの操作
が異なります。
絞りリング上の絞りマーク
（ ）
が大きい方が開放、小さい
方（ ）
が絞り込みになります。
※本製品を使用した絞りはレンズと異なり数値で表す事
ができません。
● AF-S Gタイプレンズ
マウントアダプターの絞りリングを操作して、絞りマーク
（
）の大きさを目安にテスト撮影をおこない、絞りを
設定してください。
実際の絞り値は、取り付けるマスターレンズによって異な
ります。

取り外し準備
■ デジタルカメラの電源をOFFにしてください。
■ 取り外しの際は、ゆっくりていねいに回してください。

5. カメラから取り外す
デジタルカメラのレンズ取り外しボタンを押しながら、マ
ウントアダプターを装着したレンズを矢印方向（マウント
によって回転方向が異なります）に止まるまで回して、外
します。
レンズ取り付けマーク

● AF-S Gタイプ以外のレンズ
（絞りリング付き）
マウントアダプターの絞りリングを絞りマークを最小（ ）
に
設定して、マスターレンズの絞りリングを操作して撮影し
てください。
※マスターレンズの絞りリングを最小絞りに設定して、マ
ウントアダプターの絞りリングを操作しても撮影できま
すが、絞りマークはあくまで目安となりますので、必ず
テスト撮影をおこない、絞りを設定してください。
実際の絞り値は、取り付けるマスターレンズによって異
なります。

4. カメラボディの設定
デジタルカメラの設定を行います。カメラの電源をONに
してください。
その 他 製 品 の詳しい 操 作 方 法 は、お 使 いのデジタル
カメラ付属取扱説明書、ハンドブックをご覧ください。

カメラ取り付け指標

6. マウントアダプターからレンズを外す
マウントアダプ
ター の 取り外し
ボタンを押しな
がら、
レンズを矢
印方向に止まる
まで 回して 外し
ます。

③

レンズ取り外し
ボタン

7. ご使用上のお願い
● お使いのレンズによっては、実際にピントが合う距離とレンズの
距離表示がずれる場合があります。
● ニコン F マウント以外のレンズを無理に装着すると破損の恐れが
あります。ご使用にならないでください。
● 他マウントアダプターとの連結で使用した場合、カメラ・レンズ・
アダプター・アクセサリー等の破損、故障に対する保証はしてお
りません。
● レンズの交換は、ごみやほこりの少ないところでおこなってください。
● 砂やほこりの多い場所での使用は、故障の原因になりますので、
避けてください。
● 落下、強い衝撃には、十分注意してください。
● お手入れは、乾いた清潔な布で軽くふいてください。
■ ベンジン、
シンナー、アルコール、台所用洗剤等の溶剤使用は、
お止めください。
■ 汚れがひどい場合は、水にひたした布をよく絞ってから、汚れを
ふき取り、そのあと乾いた布でふいてください。
● お使いのデジタルカメラ付属取扱説明書を必ずお読みください。

4.

For Nikon F
5.

lens mount index mark
lens mount index mark

※ This mount adapter cannot be used
with Nikon AF-S E type lenses.

Lens mount index mark

camera mount index mark

6.

③

Aperture indicator

Aperture mark (

)

Aperture ring

Camera
mount
index mark

Lens mount index mark

Lens mounting/
dismounting button

The larger size aperture mark ( ) is more open,
while the smaller size is more closed.
※ Unlike a lens, the aperture of this product
cannot display numerically. Please use it as a
guideline.

Camera mount index mark

3. Aperture ring operation
An aperture ring is equipped on this mount
adapter, and the operation of the aperture ring
differs depending on the attached master lens.
The larger size aperture mark ( ) on the
aperture ring is more open, while the smaller size
is more closed.
※ Unlike a lens, the aperture of this product
cannot display numerically.
AF-S G Type Lens
Please operate the aperture ring on the mount
adapter and conduct test shooting with the
aperture mark (
) as a guideline to set the
aperture.
The actual aperture value differs depending on
the master lens attached.
Lens types other than AF-S G (with aperture ring)
Set the aperture ring on the mount adapter to the
smallest setting ( ), operate the aperture ring of
the master lens, and shoot.
※ You can also set the aperture ring of the
master lens to the smallest aperture and shoot
by operating the aperture ring of the mount
adapter, however the aperture marks are only
guidelines, so please be sure to test shoot in
order to set the aperture.
The actual aperture value differs depending on
the master lens attached.

7.

Forcing a lens other than Nikon F Mount to attach
may lead to damage. Please do not use other
lenses.

