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VeEX 社(テレコム及び CATV テストソリューションのグローバルリーダ)とサンライズテレコム社（OTC：SRTI, 市
場をリードする CATV、電気通信、無線通信事業者、および機器メーカーのためのテスト、監視、ワークフロー管理
ソリューションのプロバイダ）は、VeEX 社がサンライズテレコム社の製品ライン、知的財産と関連する資産、商標を
含む営業資産の全てを買収する正式契約を締結したことを発表しました。 株主の承認まで、業務は 2013 年の第三四
半期までに完了する予定です。  

サンライズテレコム事業の追加により、VeEX 社は、その成⻑を加速し、CATV や通信市場でのプレゼンスを強化して
まいります。  

 

 

VeEX 社について  

シリコンバレーの中⼼部に位置し、次世代通信機器やネットワークのための⾰新的なテストおよび測定ソリューションを提供して
います。 VeEX 社は、測定業界のエキスパートによって 2006 年に設⽴以来、顧客の厳しい測定ニーズ応えた先進技術と膨⼤な専
⾨知識を製品に活かし続けています。 製品ラインナップは、DSL、ブロードバンドとケーブルテレビからイーサネットと次世代伝
送ネットワーク⽤測定器となっています。 VeEX チームは明⽇のネットワークにシンプルさをもたらします。  

詳細については、www.veexinc.com をご覧ください。 

 

サンライズテレコム株式会社について  

サンライズテレコムはテレコム、ケーブルとワイヤレスネットワークのテストおよび測定ソリューションのリーダーカンパニーで
す。会社の機能豊富な、使いやすいプロダクトのたくましいポートフォリオは、サービスプロバイダが品質の⾼い⾳声、ビデオ、
次世代のデジタルマルチメディアサービスを速く正確にそして効果的にを提供することを可能にします。 サンノゼ、カリフォルニ
アに本拠地を置いたサンライズテレコムは、直接販売やグローバルネットワークを通した販売代理店等してその製品を提供します。
詳細については、http://www.sunrisetelecom.com を訪問するか、Facebook とツイッターで我々にフォローして下さい。  
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<原⽂> 
[06.03.2013] VeEX, Sunrise Telecom Enter Asset Purchase Agreement.  

FREMONT, Calif., and SAN JOSE, Calif. – June 3, 2013 – VeEX, Inc., a global leader in telecom and CATV test solutions, and Sunrise 

Telecom® Incorporated (OTC: SRTI), a market-leading provider of test, monitoring and workflow management solutions for cable, telecom, 

wireless operators, and equipment manufacturers, announced today that they have entered into a definitive agreement in which VeEX will 

acquire substantially all of the operating assets of Sunrise Telecom, including its product lines, trademarks, intellectual property and 

associated assets. Pending shareholder approval, the transaction is expected to be completed by the third quarter of 2013. 

With the addition of the Sunrise Telecom operations, VeEX will accelerate its growth and strengthen its presence in the CATV and telecom 

markets. 

 

About VeEX 

 

Located in the heart of Silicon Valley, VeEX provides innovative test and measurement solutions for next-generation communication 

equipment and networks. Founded in 2006 by test and measurement industry veterans, VeEX builds products that blend advanced 

technology and vast technical expertise with the discerning measurement needs of customers. VeEX core expertise and product lines range 

from DSL, Broadband and Cable TV to Metro and Next Generation Transport Networks. The VeEX team brings simplicity to tomorrow’s 

networks. 

 

For more information, please visit www.veexinc.com. 

 

About Sunrise Telecom Incorporated 

 

Sunrise Telecom is a leader in test and measurement solutions for telecom, cable and wireless networks. The company's robust portfolio of 

feature-rich, easy-to-use products enables service providers to deliver premium voice, video, data and next-generation digital multimedia 

services quickly, reliably, and cost-effectively. Based in San Jose, California, Sunrise Telecom distributes its products through a direct sales 

force and global network of sales representatives and distributors. For more information, visit http://www.sunrisetelecom.com, or follow us on 

Facebook and Twitter. 
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