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ISRAEL - Your Destination 
for HLS Technology 
Innovation
The IEICI’s HLS & Aerospace Department represents 
over 400 exporting companies in the homeland security 
arena. Israeli HLS companies offer technologically 
advanced, field-proven products and solutions that 
are among the most innovative anywhere. They are 
successfully partnering with key world players to ensure 
public safety, protecting air and sea ports, borders, 
government installations, financial institutions, mega 
events, recreation centers, public venues and more. The 
department works with foreign government ministries 
and their agencies, as well as with industry bodies, to 
promote private-industry joint ventures and international 
partnerships.

The Israel Export & International 
Cooperation Institute
The Israel Export Institute supported by member firms, 
private-sector bodies and the government of Israel, 
advances business relationships between Israeli 
exporters and overseas businesses and organizations. 
By providing a wide range of export-oriented services 
to Israeli companies and complementary services to the 
international business community, the Institute helps 
build successful joint ventures, strategic alliances and 
trade partnerships around the world.

The Foreign Trade 
Administration at the Ministry of 
Economy 
The Foreign Trade Administration is responsible for 
managing and directing the international trade policy 
of the State of Israel. The main fields of activity include 
activities for the promotion of trade and export, 
attracting and encouraging foreign investments and 
creating strategic cooperation with foreign companies. 
The Administration operates a network of economic 
representatives who constitute the operational arm of 
the Ministry in the markets abroad.

http://www.export.gov.il/eng/Homepage/
http://www.sibat.mod.gov.il/Pages/home.aspx
http://economy.gov.il/English/Pages/default.aspx
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Gilles Perez
▪  Manager, HLS & Aerospace ▪ Israel Export Institute
▪  T  +972 3 514 2856  ▪ M  +972 52 807 8391   
▪  gillesp@export.gov.il

Noa Asher
▪  Minister Counselor ▪ Head of Economic and Trade 
Mission ▪ Embassy of Israel  ▪  T  +972 3 3264 0398
▪  israeljapaneconomy@israeltrade.gov.il

SIBAT - Ministry of Defense (IMOD) 
SIBAT is uniquely positioned within the IMOD, while 
having a close, ongoing relationship with Israel’s 
defense industry. This combination ensures that 
SIBAT maintains in-depth and up-to-date knowledge 
of the defense world’s relevant concepts, as well as 
a clear understanding of the Israel Defense Forces’ 
(IDF) operational needs.  SIBAT facilitates international 
cooperation through its various services: Generating 
Government–to-Government agreements, Initiating visits 
of official foreign delegations, Identifying cooperation 
opportunities with the Israeli  defense industry, 
Locating relevant technological solutions for specific 
requirements, Establishing joint venture, Managing 
the marketing and sale of IDF inventory. Providing in-
depth information on Israel’s defense industry through 
a biennial directory and by organizing the Israel national 
pavilions at international defense exhibitions.

イスラエル： 革新的セキュリティ
技術の宝庫
IEICI（イスラエル輸出国際協力機構）のHLS（国家防衛）・航空

宇宙局は、イスラエルの国家防衛分野で事業を展開する400社

を超える輸出企業を代表する立場にあります。イスラエルの国

家防衛関連企業は、先進技術を駆使して開発した、世界で最

も革新的とも言える製品およびソリューションをご提供してい

ます。これらの製品およびソリューションは実際の現場でその

性能が証明されたものばかりです。また、これらの企業は、空

港、港湾、国境、政府関連施設、金融機関、レクリエーションセ

ンター、およびその他様々な公共の場の守備防衛に携わる公

衆安全分野の世界的キープレーヤー（企業・団体）との間で、

良好なパートナーシップを結んでいます。同局は、外国政府の

各省庁や業界団体などと協力しあい、民間企業間の合弁や国

際的パートナーシップの促進に努めています。

イスラエル輸出国際協力機構は、加盟企業、民間部門の諸団

体、およびイスラエル政府の支援を受け、イスラエルの輸出企

業と海外の企業や組織とのビジネス上の関係構築を促進する

取り組みを行っています。イスラエル企業に対しては多種多様

な輸出志向のサービスを、そして世界の産業界に対しては補完

的なサービスをそれぞれ提供することにより、同機構は、世界を
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巻き込んだジョイントベンチャー、戦略的アライアンス、業界パ

ートナーシップの形成の成功に寄与しています。

経済産業省・外国貿易局は、イスラエル国の国際貿易政策の

管理・監督について責任を有します。主な活動領域は、貿易・

輸出の促進、イスラエルの貿易条件の改善に関する貿易協定

の施行・管理、対イスラエル投資の誘致・推進、外国企業との

戦略的協力の創造などです.

防衛省 対外防衛協力輸出庁 は、IMOD内で独特の位置づけ

にあるとともに、イスラエルの国防関連産業と緊密かつ持続

的な関係を築いています。これら二つの特徴を併せ持つこと

により、SIBATは、防衛の世界の適切な概念に関する詳細かつ

最新の知識と、イスラエル国防軍（IDF）の運営上のニーズに関

する明確な理解の維持に万全を期すことが可能となっていま

す。SIBATは、自らの様々なサービスを通じて国際協力を推進

しています。そうしたサービスとしては、政府間の合意形成、

諸外国の公式使節団による訪問の促進、イスラエルの国防関

連産業との協力機会の掘り起こし、個別の要件に適した技術

ソリューションの特定、ジョイントベンチャーの形成、IDF在庫の

マーケティングおよび販売活動の運営、などが挙げられます。

他にも、イスラエル国防関連産業に関する詳細情報の要覧（隔

年刊）上での提供や、国際的な防衛展示会におけるイスラエル

の国家パビリオンの構築、などがあります。
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Agent Video Intelligence (Agent Vi™) is the leading global 
provider of open architecture, video analytics software. 
Agent Vi’s comprehensive video analytics offering 
includes on-premise and cloud-based solutions, with 
capabilities extending from real-time video analysis 
and alerts to video search and business intelligence 
applications.

■ Ariel Frischoff ■ VP Sales, EMEA & APAC  
■ T +972 54 6833-445
■ a.frischoff@agentvi.com ■ www.agentvi.com

 Agent Video Intelligence

エージェントVI
エージェント・ビデオ・インテリジェンス（Agent  V ideo 
Intelligence、Agent Vi™）は、オープンアーキテクチャの映像
解析ソフトウェアで世界をリードする企業です。エージェントVi
の総合的な映像解析ソリューションは、オンプレミス、クラウド
ベースの双方で提供することができます。リアルタイム映像解
析および警告発出機能から、映像検索やビジネスインテリジ
ェンスへの活用まで、幅広い応用が可能です。

BriefCam Video Synopsis® reduces the time and 
effort that video investigation demands. Syndex® Pro 
presents hours of events in minutes, refines results by 
attribute-based search, provides graphic insight into 
video metadata, and issues alerts for live monitoring 
and proactive review.

■ Warren Stein ■ VP Sales  
■ T +972 72 220 2081
■ warren.stein@briefcam.com ■ www.briefcam.com

BriefCam

ブリーフカム

ブリーフカム・ビデオ・シノプシス®（BriefCam Video Synopsis®
）は、映像検査に必要な時間と労力を削減します。シンデックス
®・プロ（Syndex® Pro）は数時間の出来事を数分にまとめ、属性
ベースの洗練された検索結果を提供します。映像のメタデータ
をグラフィックにより分析できるほか、ライブモニタリングや予
測機能において、警告を行うこともできます。
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CommuniTake Technologies offers powerful in-depth 
protection for corporate mobile devices against modern 
cyber-crime. CommuniTake Technologies is the only 
company to provide a holistic mobile security system that 
consists of hardened mobile device, custom-built OS, 
encrypted communications, and infused control center.

■ Tzachy Givaty ■ Head of APAC Sales  
■ T +972 54 261 3283
■ Tzachy@communitake.com ■ www.intactphone.com

CommuniTake Technologies

コミュニテーク・テクノロジーズ

コミュニテーク・テクノロジーズは、企業のモバイル機器を、現
代のサイバー犯罪から徹底的に守ります。当社は、モバイル機
器の堅牢化、独自のオペレーティング・システム（OS）、暗号化通
信、資源を投入したコントロールセンターなど、モバイル機器の
総合的なセキュリティシステムを提供する唯一の企業です。

DSIT provides sonar & acoustic solutions for naval, 
HLS and energy markets. Our Products: Shield™ family 
of Diver Detection Sonars, Blackfish™ Hull Mounted 
Sonar ,SeaShield™ Submarine Detection Sonar, Sonar 
Simulators and trainers, Acoustic Signal Analysis system 
and Portable Acoustic Ranges.

■ Jun Yamakawa (Mitsui Bussan Aerospace)
■ Manager ■ T +81 3 3437 8982
■ Jun.Yamakawa@mb-aero.co.jp ■ dsit.co.il

DSIT Solutions

ディー・エス・アイ・ティー
DSITは超音波探知および音響ソリューションを、海軍、国土安
全保障当局やエネルギー産業向けに提供しています。当社製
品には、潜水者探知ソナーのシールド™（Shield™）シリーズ、
ハル・ソナーのブラックフィッシュ™（Blackfish™）シリーズ、潜水
艦探知ソナーのシーシールド™（SeaShield™）シリーズ、ソナー
シミュレーターおよびソナートレーナー、音響信号分析システ
ム、ポータブル音響測距装置などがあります。

http://dsit.co.il/
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Since 1982 ISDS Ltd became a worldwide influential, 
sophisticated security consultant in areas as national 
defense, HLS, Mega event security, critical infrastructure 
security, safe and smart cities and aviation security.  ISDS 
provide “integral security solutions” as well as integrator 
in complex security projects.

■ Tomer Fulman ■ CEO  
■ T +972 50 298 2982
■ tomer@isds.co.il ■ www.isds.co.il

ISDS

アイ・エス・ディー・エス
1982年創業のISDS社は、国防、国土安全保障、大規模イベン
トおよび重要インフラのセキュリティ、安全でスマートな都市
設計、航空や空港、港湾の安全分野において世界的に影響力
のあるセキュリティコンサルタント会社です。

多岐にわたる複雑なセキュリティ・プロジェクトをインテグレー
タとして取りまとめ、最適な「統合セキュリティソリューション」
をクライアントにご提供します。

KELA provides intelligence about threats specifically 
targeting our clients (exposed IT topology, user 
credentials, product vulnerabilities etc.), using automated 
technology for scanning Dark Net conversations. Our 
intelligence is used by some of the largest organizations 
in the world for thwarting attacks and as a control over 
existing cyber solutions.

■ Ronen Almog ■ Director of Sales  
■ T +972 53 301 9999
■ ronena@ke-la.com ■ www.ke-la.com

KELA Targeted Cyber Intelligence

ケラ
KELAはダークネットの通信を自動的にスキャンする技術によ
り、主にお客様（リスクにさらされるネットワーク接続、顧客の
認証情報、製品の脆弱性など）を狙う脅威に関するインテリジ
ェンスを提供しています。当社のインテリジェンスは、世界最
大級の複数の組織により、攻撃の阻止や、既存のサイバーソリ
ューションの制御を目的として利用されています。
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Magal - Senstar, the trusted innovator safeguarding 
people, has been manufacturing, selling and supporting 
the world’s largest portfolio of perimeter intrusion 
detection sensor technologies for over 30 years. 
Senstar’s solutions can be found around the world in 
more than 80 countries.

■ Steven Yeow ■ Regional Sales Manager  
■ T +65 97 464 846
■ syeow@senstar.com ■ www.magal-s3.com

Magal - Senstar

センスタ
Senstar社は、大切な人、大切な物、そして大切な場所を守る、信
頼に値する革新的な企業として、過去30年以上にわたり、外周
侵入検知センサー技術を用いた製品群の製造、販売、サポート
を行ってきました。Senstar社の製品ラインナップは、外周侵入
検知センサー技術を用いた製品としては世界最大規模を誇り
ます。また、Senstar社がご提供する製品およびソリューション
は、国境地帯、港湾、軍事施設、政府関連施設、矯正施設、およ
びその他重要拠点等、世界80以上の国々の数万ヵ所で既に導
入されています。

Private owner, founded in 2001 as an innovative 
three-dimensional image processing. World leader as 
security provider for Smart Automatic Observation and 
Surveillance Systems for HLS and Public security market 
with unique Intelligent Video Analytic- Magna Patent.

■ MAJ  ■ Yasuhiko Kawazoe  
■ T +91 90 6146 7404
■ y-kawazoe@m-a-j.co.jp ■ www.magnabsp.com

MAGNA BSP

マグナ
当社は2001年に設立された非公開会社であり、３D画像処理
の分野で革新的な技術を有しています。

マグナが特許を有する独自の「インテリジェント映像解析
（Intelligent Video Analytic）」により、国土安全保障や公衆
安全市場向けに「スマート自動監視システム（Smart Automatic 
Observation and Surveillance Systems）」を提供し、安全保障
分野で世界をリードしています。
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MER Group combines security, communication, cyber 
and intelligence expertise with years of outstanding 
international experience, delivering end-to-end 
solutions to homeland security forces, law enforcement 
organizations, intelligence agencies, governments, 
municipalities, local security forces, corporations, banks 
and other private organizations.

■ Ariel Cohen ■ VP Sales Cyber & Intelligence  
■ T +972 54 421 2777
■ ariel_c@mer-group.com ■ www.mer-group.com

MER Group

メル
セキュリティ、通信、サイバー、情報収集に長年の国際的な専
門知識と経験を誇るMER Groupは、エンド・ツー・エンドのソ
リューションを国家セキュリティ機関、司法当局、諜報当局、
中央政府、地方政府、地方セキュリティ機関、企業、銀行等に提
供しております。

Mifram Established 1962, is one of Israel’s leading 
multidisciplinary firms which specializes in designing, 
developing and installing innovative and efficient 
solutions, products and systems for the physical 
protection and security of military, peace keeping and 
civilians assets.
Mifram has ISO 9001:2000 certification.

■ David Noy ■ V.P. Business Development 
■ T +972 52 617 1492
■ Sales@mifram.com ■ www.miframsecurity.com

Mifram

ミフラム
ミフラムは1962年に設立された、イスラエルを代表する企業
の一つです。多分野で事業を展開しており、特に軍事、平和維
持、民間の資産防衛における身体防御やセキュリティについ
て、革新的で有効なソリューション、製品、システムの設計・開
発・導入を行っています。

ミフラムはISO 9001:2000の認証を取得しています。
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OCTOPUS is an innovative Physical Security Information 
Management system (PSIM) which combines a 
comprehensive security management software with a 
robust smartphone application, enabling organizations 
to effectively manage all their physical security, safety, 
operational and cyber security requirements from one 
place.

■ Baruch Tagori ■ CTO  
■ T +972 54 351 8831
■ baruch@octopus-app.com ■ www.octopus-app.com

OCTOPUS

オクタパス
物 理 的セキュリティ情 報 管 理（P S I M）を専 門とする弊 社
OCTOPUSは、総合的なセキュリティ管理ソフトウェアと堅牢
なスマートフォン・アプリケーションの両方を提供し、 企業、
団体等が物理的セキュリティ、安全、運用セキュリティ、サイバ
ーセキュリティを集中的かつ効率的に実施できるようサポー
トしております。

Qognify helps organizations mitigate risk, maintain 
business continuity, and optimize operations. The 
Qognify portfolio includes video management, 
video analytics, PSIM solutions, deployed in financial 
institutions, transportation agencies, airports, utility 
companies, cities, and securing many of the world’s 
highest-profile sporting events.

■ Arthur Veinstein ■ VP Sales Asia Pacific  
■ T +65 828 62852
■ arthur.veinstein@Qognify.com ■ www.Qognify.com

Qognify

コグニファイ
コグニファイは、組織のリスクの低減や、事業継続性の確保、
業務の最適化をサポートします。コグニファイのポートフォリオ
は、映像管理、映像分析、物理セキュリティ情報管理（PSIM）のソ
リューションなどで構成されています。金融機関、輸送機関、空
港、公益事業会社や地方自治体など様々な機関で利用されてい
るほか、世界的に注目度が極めて高い多くのスポーツイベント
の安全確保にも貢献しています。
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Reporty has set out to bridge the gap between people 
and the resources designed to help them by introducing 
the most innovative technology the public safety sector 
has ever seen. Using the power of the crowd, Reporty is 
revolutionizing the way first response and public safety 
agencies manage events in the field. Get There - Smarter .

■ Lital Leshem ■ Co-Founder& CMO  
■ T +972 52 266 5187
■ lital@reporty.com ■ www.reporty.com

Reporty

レポーティ
レポーティは、公衆安全の分野で最も革新的な技術を用い、
人と、人を支援する資源の間のギャップを埋めることを目的と
して設立されました。クラウドの持つ力を利用して、レポーテ
ィは初期対応のあり方や、公安機関による現場での緊急事態
マネジメントを変革していきます。目的地へ、よりスマートに。

RT LTA Systems LTD is a designer, developer and 
manufacturer of the Skystar aerostat family proven for 
use in intelligence, surveillance, reconnaissance and 
communications applications. Skystar systems have 
more than 1,000,000 proven operation hours in battle 
zones all around the world.

■ Rami Smueli ■ CEO  
■ T +972 8 943 3616
■ rami@rt.co.il ■ taly@rt.co.il ■ www.rt.co.il

 RT LTA Systems

RT LTAシステムズ・リミテッド
RT LTAシステムズ・リミテッドは、スカイスター軽航空機シリ
ーズ（Skystar aerostat family）の設計、開発、製造を行ってい
ます。このシステムは、諜報、監視、偵察や通信手段として使用
可能であることが実証されています。

スカイスターのシステムは、世界中の交戦地帯で100万時間以
上使用された実績があります。
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A leading Counter-Terrorism, private intelligence agency, 
providing visibility into adversary intents and capabilities.  
Terrogence efforts are powerfully focused on Tactical 
C-IED, Counter-Terrorism, Cyber Threat Intelligence (CTI) 
and enhanced Due-Diligence for government agencies 
and private corporations worldwide.

■ Shai Arbel ■ CEO 
■ T +972 54 246 1069
■ shai@terrogence.com ■ www.terrogence.com

 Terrogence

Sensing Cyber

テロジェンス

世界をリードする民間の対テロ情報機関として、脅威を可視化
するソリューションを提供しています。テロジェンスでは特に、戦
術的対IED（即席爆発装置）、対テロ、サイバー脅威インテリジェ
ンス（CTI）に注力しており、世界中の政府機関や民間企業にて
高い評価を得ています。

This publication is for informational purposes only. While every effort has been 
made to ensure that the presented information is correct, The Israel Export 
& International Cooperation Institute assumes no responsibility for damages, 
financial or otherwise, caused by the information herein.
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Inspired by innovation
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