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         3D多角度撮影装置  XY SLIDER [KATANA] 85X64Y Light 5

※本製品の仕様及び価格は、予告なしに変更することがございますのでご了承ください。

仕様
自重：８kg(本体のみ)

最大搭載質量：約5kg

機能：リニアレールによる移動効果、

　　　X軸、Y軸の各ストッパー機能

移動距離：  X・・・75cm Y・・・54cm

プロビデオ雲台701HDV (Manfrotto)

オプション
三脚 ２本  プロビデオ雲台501HDV  (Manfrotto)

ローアングルの場合：

三脚及びバズーカ、アンダースリング
FARSEEING社製 三脚ソフトケース　FB-J02

 CINEMAX社製のXY SLIDER が
　        更に軽く、コンパクトになります。

CINEMAX社製XY SLIDER[KATANA] 85X64Y Light5バージョンは従来のXY SLIDERと比べ、よりコンパクトです。
今までより更に軽やかなスライドが可能になり、更に狭い場所の移動撮影もできます。
動きは非常に滑らかな上、セッティングも簡単です。自重は本体のみで８Kg、最大搭載質量は５kgです。
セッティングは三脚一本で使用可能な「三脚バージョン」と、スライドレッグを使用した「デスクボードバージョン」
の2つのタイプで使用することができます。 （オプションによりローアングルバージョンも可能。）
レールは低温黒色クロム処理を施しており錆びに非常に強いレールです。
また、奥行き感のある動きの撮影が可能な為3D撮影には欠かせない特機です。

なお、本体サイズの縮小により、三脚用ソフトケースに
セット一式が入る持ち運びのしやすさを実現しました。

FARSEEING社製　FB-J02

図１： X軸、Y軸ストッパー 図２： X軸、Y軸レール

図３： ストッパーダンパー 図４： カメラ搭載の様子

Y軸移動

X軸移動

全体写真

 セット内容には、Manfrotto社のプロ
 ビデオ雲台701HDVを標準装備して
 います。   ご要望によりオプションで
 501HDVの雲台もお選び頂けます。

実用新案登録済
登録第3160147号

世界初多角度撮影装置



         3D multi-angle camera slider XY SLIDER “KATANA” 85X64Y Light 5

weight：approx８kg(Main body only)

Camera load capacity： approx 5kg

Function : Moving effect with the linear

rail. Stopper functions on the X&Y axis.

Moving distance ： X axis 75cm ; Y axis 54cm

Professional fluid video head701HDV (Manfrotto)

Option
Professional fluid video head501HDV  (Manfrotto)

2 Tripod / Tripod case FB-J02(FARSEEING)

Low-angle option : 2 bazookas / Under sring

 ★ CINEMAX XYslider further 
                      light will be compact.

CINEMAX multi-angle camera slider XY SLIDER “KATANA” 85X64Y Light 5 is compacter than a past slider. 
A light slide become possible, and, in addition, the travel shot in the small place can be done.  
This camera slider also promises not only a very smooth movement, but also a very easy setup. The main
body of the model 85X64Y Light 5 weights about 8Kg, and the maximum camera load capacity is about
5kg. As for the setup, the following 2 variations are possible:
(1) Tripod variation using 1 Tripods.
(2) Desk-top variation using four legs.   ( The options can be low-angle variation.)
The rail is treated with low temperature black chrome plating, thus very corrosion resistant.
As it allows to capture movement with the sense of depth, the CMX-XY SLIDER is indispensable for a 3D
camera shooting.

The easiness of carrying that all sets enter the tripod case
 to do was achieved by reducing the size of the main body. 

FARSEEING FB-J02

Image1: X+Y axis stopper Image2: X+Y axis rail

Image3: Stopper damper Image4: Equipped with camera

In the content of the set, Professional
fluid video head701HDV (Manfrotto) has
been equipped normally. 501HDV can
be chosen by the demand in the option. 

Registration number 3160147th

 The world first’s 3D multi-angle camera slider
The equipment has acquired the patent

X axis
movement

Y axis
movement
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- Please note that the specifications and the price of this product may change without prior notice.

Made in Japan.
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