
■ 引伸ばしレンズ BORG 50mm F2.8 【2850】 組み合わせ例 ■

■ 合焦範囲

※1 無限遠に合焦するカメラボディと BORG カメラマウント一覧表

■ 無限遠に合焦しないカメラボディ （一眼レフ）

＜A＞無限遠に合焦可能な組み合わせ （ミラーレス専用 ・ 一眼レフは無限遠不可）

＜C＞　さらに寄りたい接写専用の組み合わせ例 2　（無限遠合焦不可）
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BORG50mm F2.8

【2850】

【7844】 M42 ヘリコイド S

【7840】

【7843】 各社用カメラマウント
※1

【7921】

BORG50mm F2.8 

【2850】

【7844】

M42 ヘリコイド

【7842】

【7843】 各社用カメラマウント
※1
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M42 ヘリコイド L

【7841】

ミラーレス一眼

カメラボディ 

ペンタックス Q

カメラボディ

・ ・ ・ 無限遠～約 70cm

・ ・ ・ 約 20cm 前後の接写限定

この薄いリングを外さないと無限遠に合焦しません。

◆ペンタックス Q の場合はこちら

●キヤノン EOS　　●ニコン F　　●ペンタックス K　　●ソニー / ミノルタα（A マウント）　　など

その他ミラーボックスを有するレンズ交換式一眼レフカメラは、 絶対に無限遠に合焦しません。

合焦距離が約 20cm 前後の合焦の接写限定になります。

延長筒を追加してより接写ができるようになる組み合わせです。

延長筒は M42 ヘリコイドの前と後どちらにも取り付けが可能です。 さらに長い延長筒 【白 4530】
【黒 4531】 を使用すると、 ミラーレス一眼で合焦距離約 20cm の接写が可能になります。

7840 と比べて伸縮量が大きな

ヘリコイドを使用して、 より接写が

できるようになる組み合わせです。

オリンパス PEN, OM-D

ルミックス G, GF, GH, GM, GX

ソニー NEX, α（E Mount）

ペンタックス Q 　　　【5014】　　（◆【7921】 併用）

【5011】

【5012】

【5013】

ミラーレス一眼カメラ

一眼レフカメラ

ニコン 1 （J, S, V, AW）

フジフィルム （X Mount）

キヤノン EOS M

【5015】

【5016】

【5017】

＜B＞　さらに寄りたい接写専用の組み合わせ例 1　（無限遠合焦不可）
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BORG50mm F2.8 

【2850】

【7844】 【7843】 各社用カメラマウント
※1

■合焦範囲

　ミラーレス一眼カメラボディの場合

　(7842 使用時）
　　約 50cm ～約 30cm

　（7841 使用時）
　　約 25cm ～約 20cm

ペンタックス Q 用

カメラマウント 【5014】

M42 ヘリコイド S

【7840】

M42 延長筒 SS

【白 4510】 【黒 4511】

■合焦範囲

ミラーレス一眼カメラボディの場合

　　約 40cm ～約 30cm

◆ ペンタックス Q は
　　【7921】 が必要です。

◆ ペンタックス Q は
　　【7921】 が必要です。

◆ ペンタックス Q は
　　【7921】 が必要です。

＜B＞　さらに寄りたい接写専用の組み合わせ例 1

＜C＞　さらに寄りたい接写専用の組み合わせ例 2

2.8  4   5.6   8   11  16
2.8  4   5.6   8   11  16

BORG50mm F2.8 

【2850】

【7844】 M42 ヘリコイド

【7842】

【7843】 各社用カメラマウント
※1

BORG50mm F2.8 

【2850】

【7844】 M42 ヘリコイド L

【7841】

【7843】 各社用カメラマウント
※1

＜D＞　さらに寄りたい接写専用の組み合わせ例 3
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BORG50mm F2.8 

【2850】

【7844】 【7843】 各社用カメラマウント
※1

■合焦範囲

ミラーレス一眼カメラ

　　約 50cm ～約 30cm
　　 ◆ ペンタックス Q は

　 　　　　【7921】 が必要です。

M42 ヘリコイド S

【7840】

M42 延長筒 SS

(BK) 【4511】

■合焦範囲

ミラーレス一眼カメラ

　　約 25cm ～約 20cm
　   ◆ ペンタックス Q は

　　　 　　【7921】 が必要です。

■合焦範囲

ミラーレス一眼カメラ

　　約 25cm ～約 20cm
　　 ◆ ペンタックス Q は

　　　   　【7921】 が必要です。


