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NAB Show 出展企業が集い、展示内容を報告

The 2nd After NAB Show Tokyo 2014
5 月 22 日（木）
・23 日（金）

秋葉原 UDX

規模を拡大して開催！

The 1st After NAB Show Osaka 2014
5 月 27 日（火） グランフロント大阪

本年より大阪でも開催決定！

本日、4 月 30 日（水）より
入場登録およびセッション聴講予約を開始します！
■全米放送協会（NAB）公認イベント
世界最大の放送業界のイベント「NAB Show」の出展企業が集い、NAB Show におけ
る出展内容についてセミナーと製品展示を行う「After NAB Show」を、5 月 22 日（木）
と 23 日（金）の 2 日間、東京・秋葉原の UDX にて、また、5 月 27 日（火）にグラン
フロント大阪を会場に開催いたします。
4 月 7 日から 10 日に米・ラスベガスで開催された
NAB Show の主催団体、NAB（National Association
of Broadcasters ） の 公 認 イ ベ ン ト と し て 、 NAB
Show で出展した最新情報を一堂に集め、日本国内の
ユーザにご紹介いただく機会といたします。主催は、
NAB 日本代表事務所（映像新聞社）
、一般社団法人 日
本エレクトロニクスショー協会。
■業界のトレンドが見える NAB Show
NAB Show は、米国のみならず、世界市場を対象にした最新の放送・映像・音響機器が
集まる展示会として、日本からも毎年多くの業界関係者
が参加します。4 月の NAB Show で発表・参考出展
された製品はその後、9 月に開催される欧州最大の放送
機器展「IBC」
（オランダ）を経て、本年は 11 月 19
日（水）から 21 日（金）まで、幕張メッセで開催され
る「Inter BEE 2014」で具体的な製品として市場投入
されます。
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NAB Show で紹介される内容は、世界市場における放送・映像機器のトレンドを占う重
要な情報ともいえます。
■日本開催ならではの情報が盛りだくさん
今回の After NAB Show では、そうした最新の傾向を象徴する製品が各社から紹介さ
れるほか、日本市場へのリリースの時期や価格など、
NAB Show では明かされなかった日本開催ならで
はの情報も提供される予定です。さらに、放送・映
像機器に詳しいジャーナリストらよる NAB Show
報告なども実施し、NAB Show の最新動向を把握
していただくことができます。
今回、東京開催には 40 社（昨年 23 社）、大阪開催には 27 社の企業が参加を表明して
おります。
本日より下記 Website にて、入場登録およびセッション聴講予約を受け付けます。

http://www.after-nab.jp
以 上

【The 2nd After NAB Show Tokyo 2014 開催概要】
■会

期：2014 年 5 月 22 日（木）・23 日（金）
（2 日間）

■開催時間：午前 10 時～午後 6 時
■会

場：東京・秋葉原「UDX」 〒101-0021 東京都千代田区外神田 4-14-1
展示フロア：2 階「AKIBA_SQUARE」
シアタープレゼン：4 階「UDX THEATER」

■入

場：無料（登録制）

■主

催：NAB 日本代表事務所（映像新聞社）
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会

■後

援：National Association of Broadcasters（NAB/全米放送協会）

■参加企業： 40 社（4 月 30 日現在／50 音順）
アイティアクセス株式会社、株式会社アスク、アドビ システムズ株式会社、ATOMOS 株
式会社、アビッド テクノロジー株式会社、インテル株式会社、株式会社ヴィレッジアイラ
ンド、株式会社エーキューブ、株式会社エーディテクノ、EIZO 株式会社、株式会社 HGST
ジャパン、オートデスク株式会社、株式会社オンリースタイル、キヤノンマーケティング
ジャパン株式会社、共信コミュニケーションズ株式会社、株式会社サードウェーブデジノ
ス、三信電気株式会社、Z3 テクノロジージャパン株式会社、シーティーシー・エスピー株
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式会社、ジャパンマテリアル株式会社、スターコミュニケーションズ株式会社、西華デジ
タルイメージ株式会社、株式会社データダイレクト・ネットワークス・ジャパン、株式会
社ディストーム、株式会社テクノハウス、株式会社 Too、株式会社日立ソリューションズ、
ビジュアル・グラフィックス株式会社、株式会社フォトロン、富士フイルム株式会社、ブ
ラックマジックデザイン株式会社、平和精機工業株式会社、株式会社朋栄、報映産業株式
会社、三友株式会社、株式会社メディア・ソリューションズ、株式会社ユニテックス、株
式会社 RAID、レッドディジタルジャパン株式会社、ローランド株式会社

【The 1st After NAB Show Osaka 2014 開催概要】
■会

期：2014 年 5 月２７日（火）

■開催時間：午前 10 時～午後６時
■会

場：グランフロント大阪 北館タワーB 10 階 「Conference Rooms Tower B」
展示フロア：Room B01、B05・B06・B07
セミナールーム：Room B02
〒530-0011 大阪市北区大深町 3-1

■入

場：無料（登録制）

■主

催：NAB 日本代表事務所（映像新聞社）
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会

■後

援：National Association of Broadcasters（NAB/全米放送協会）

■参加企業：27 社（4 月 30 日現在／50 音順）
株式会社アスク、アドビ システムズ株式会社、ATOMOS 株式会社、アビッド テクノロ
ジー株式会社、インテル株式会社、株式会社ヴィレッジアイランド、株式会社エーディテ
クノ、EIZO 株式会社、株式会社 HGST ジャパン、オートデスク株式会社、キヤノンマー
ケティングジャパン株式会社、共信コミュニケーションズ株式会社、シーティーシー・エ
スピー株式会社、ジャパンマテリアル株式会社、西華デジタルイメージ株式会社、株式会
社テクノハウス、株式会社ディストーム、株式会社 Too、ビジュアル・グラフィックス株
式会社、株式会社ビデオサービス、株式会社フォトロン、ブラックマジックデザイン株式
会社、平和精機工業株式会社、株式会社朋栄、報映産業株式会社、レッドディジタルジャ
パン株式会社、ローランド株式会社

最新情報および詳細については、公式 Website をご参照願います。

http://www.after-nab.jp
本件に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
一般社団法人日本エレクトロニクスショー協会 担当：石崎・小田・森
TEL：(03)6212-5231

FAX：(03)6212-5225
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E-mail：contact2014@after-nab.jp

