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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, 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, 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 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.

SIBAT - Ministry of Defense (IMOD), 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.
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Mr. Gilles Perez  ▪  Manager, HLS & Aerospace  ▪  Israel Export Institute 
T  +972 3 514 2856  ▪  M  +972 52 807 8391  ▪  gillesp@export.gov.il

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

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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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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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 Video 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。

技術、製品、サービス 

エージェントViの総合的な映像解析ソリューションは、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多岐にわたります。

ソリューションは、カメラ、エンコーダー、映像管理システム、自動警告ソフトウェアなどを完全に統合した

ものです。

サビViTM（savViTM）はエージェントViの一元的な映像解析ソフトウェアプラットフォームです。先進的で

自動化された映像解析ツール一式を備え、速やかな感知機能や、監視映像からのイベントや貴重なデー

タの検出機能を提供します。サビViは手作業で時間を要した従来のライブモニタリングや録画映像検査

に代わる存在です。

Comprehensive Video Analytics Solutions 

Agent Vi’s comprehensive video analytics solutions extend from real-time video 
analysis and alerts to video search and business intelligence applications. 

The solutions are fully integrated with a range of cameras, encoders, video 
management systems and alarm automation software. 

savViTM is Agent Vi’s unified video analytics software platform. Boasting a set 
of advanced, automated video analysis tools that provide for the immediate 
detection and extraction of events and valuable data from surveillance footage, 
savVi replaces the manual and time-consuming tasks traditionally employed to 
monitor live video feeds or sift through recorded video.  

www.agentvi.comAgent Video Intelligence
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www.briefcam.com

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。

技術、製品、サービス 

ブリーフカム・シンデックス®・プロは「映像の検索エンジン」のように機能し、以下の3つのモジュールを用

いて、映像検査に必要な時間と労力を削減します。

1. レビュー：ビデオ・シノプシス™の技術により、何時間もの映像を数分に短縮します。属性ベースの検索（

例：色、方角、進路、大きさなど）によって対象を絞り込み、より迅速に対象物を探し出します。。

2. リサーチ：映像に含まれるデータをグラフィック（ヒートマップ、表など）により可視化して、行動パターン

や傾向の発見を可能にします。

3. レスポンド：ライブモニタリングや予測機能において、警告（Eメールやプッシュ通知などを使用）を行う

ことができます。

Rapid video review, video search and video data analysis

BriefCam Syndex® Pro works like a “video search engine”, reducing the time and 
effort that video investigation demands by using three modules: 

1. ReView hours of video in minutes with Video Synopsis™ technology. Refine 
results by attribute-based search (e.g., color, direction, path, size, etc.) for faster 
“time to target”.

2. ReSearch video data with graphic visualization (heat-maps, charts, etc.) to 
identify behavior patterns and trends.

3. ReSpond to alerts (via e-mail, push notification, etc.) for live monitoring and 
proactive review.

BriefCam
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www.intactphone.com

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。

技術、製品、サービス 

インタクトフォン（IntactPhone）は、当社が研究開発した、高性能でセキュリティに優れた携帯電話です。

モバイル機器に対するサイバー犯罪から、組織を徹底的に守ります。

インタクトフォンは、特別に堅牢に製造された端末、セキュリティに優れた独自のモバイルOS、暗号化され

た通話およびメッセージ通信、資源を投入した指揮統制センター、最高水準の遠隔操作技術、問題を自己

解決するアプリケーションなどから成る唯一無二の携帯電話です。

インタクトフォンは究極のモバイルセキュリティを他社に先駆けて実現し、法人向け機器と個人向け機器

の双方において、より優れた接続性とパフォーマンスを提供します。

Top secure mobile phone

The IntactPhone is a high-end secure mobile phone, built from the ground-up, to 
provide organizations with powerful, in-depth protection against mobile cyber-
crime. 

The one-of-a-kind IntactPhone consists of specially manufactured hardened 
device, a custom-built security-rich mobile operating system, encrypted voice calls 
and messages, infused command and control center, best-in-class remote control 
technology and self-troubleshooting application. 

The IntactPhone pioneers the ultimate mobile security, better connectivity and 
better performance for both corporate owned devices and bring your own 
devices. 

 

CommuniTake Technologies
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dsit.co.il

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。

技術、製品、サービス 

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。潜水者探知ソナーのシールド™（Shield™）シリーズは、完全な自動操作と優れたパフォーマンス

で知られ、世界をリードする製品として認知されています。ハル・ソナーおよびソナー・アップグレード・プロ

グラムのブラックフィッシュ™（Blackfish™）は、旧式のソナー・システム（ハル・ソナー）の現代化をもたらし

ました。スタティック・アクティブ・ソナー（SAS）のシーシールド™（SeaShield™）は潜水艦探知のためのソナ

ーです。ほかに、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

距装置などの製品を扱っています。

Underwater security systems 

DSIT provides sonar & acoustic solutions for naval, HLS and energy markets. 
Our Shield™ family of Diver Detection Sonars considered as world leader, noted 
for fully automatic operation and excellence of performance. Other Products: 
Blackfish™ - Hull Mounted Sonar, Sonar Upgrade Programs - Modernization of 
outmoded sonar system (Hull Mounted Sonar), SeaShield™ SAS (Static Active 
Sonar) – Submarine Detection Sonar, Sonar Simulators and trainers, Acoustic 
Signal Analysis system and Portable Acoustic Ranges. 

DSIT Solutions 
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www.isds.co.il

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。

技術、製品、サービス 

ISDSは政府、官公庁、軍、警察、非政府組織、企業など、セキュリティリスクに直面するクライアントに、コン

サルティング機能を提供します。ISDSは世界中に複数の戦略上の拠点を構えており、各地域で最高レベル

の専門家が常時対応できる体制を整えています。ISDSは最適なリスク管理とプロジェクト遂行に向け、綿密

な計画立案、コミュニケーション、計画実行を確実とするため、国内外のあらゆるレベルの政策当局と協働

します。実績に裏打ちされたマネジメントスキルを持つ最高品質のプロフェッショナルと、プロジェクト遂

行に向けた統合アプローチにより、あらゆるセキュリティ・プロジェクトに対応します。

Security Consulting and Integrator Solutions 

ISDS provides consultation and support to governments, ministries, military, 
police, non-governmental organizations, corporations, and others who face 
security risks. With several strategic regional offices worldwide, ISDS prides itself 
on maintaining the highest quality expert local resources on the ground, at the 
ready. ISDS collaborates with decision-makers at every level to ensure seamless 
planning, communication and execution for optimal risk management and project 
implementation. Top quality professionals with proven management skills and an 
integrated approach to project implementation manage all security projects. 

ISDS
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www.ke-la.com

ケイ・イー・エル・エー
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。

技術、製品、サービス 

ラダーク（RaDark）の技術は、すべてのAPT攻撃に先立つ情報収集プロセスを模倣するように設計されま

した。ラダークにより、お客様の組織について、ハッカーのコミュニティがどのような情報を利用すること

が可能であり、何を議論しているか知ることができます。これは先進的なフィルタリングのアルゴリズムを

利用し、ダークネットの情報源を一通りスキャンすることで可能になります。当社のアナリストチームが、

常にアルゴリズムのメンテナンスと更新を行っています。

ラダークは完全に組織の外部にあり、攻撃者の視点から、リスクにさらされるITシステム、第三者の漏え

いにより生じる脅威、企業の製品の脆弱性とそれに対する攻撃、執行機関や行政機関に対する脅威など

を監視します。

RaDark technology 

The RaDark technology was designed to emulate the intelligence gathering 
process that precedes all APT attacks. RaDark enables clients to see what 
information is available to, and being discussed by, the hacker community 
specifically against their organization. This is done through a combination of 
advanced filtering algorithms scanning a set of Dark Net information sources, 
constantly maintained and refreshed by our analyst team. 

RaDark is completely external to the organization, and monitors from an attacker’s 
view point any exposed IT systems, threats emanating from 3rd party breaches, 
vulnerabilities and attacks against the company’s products, and threats to 
executives and administrators.

KELA Targeted Cyber Intelligence
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www.magal-s3.com

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。

技術、製品、サービス 

Senstar社の外周侵入検知システムには、塀や壁にかけるタイプのセンサー、埋め込み式センサー、パイプ

ライン保護、マイクロ波、光ファイバーセンサー、静電気センサー、およびバリヤセンサーのほか、包括的監

視や侵入検知システムの管理のために最適化されたシステムなどがあります。

Perimeter intrusion detection sensor technologies  

Senstar, the trusted innovator safeguarding people, places and property, has been 
manufacturing, selling and supporting the world’s largest portfolio of perimeter 
intrusion detection sensor technologies for more than 30 years. Senstar’s 
products and solutions can be found around the world in more than 80 countries, 
in tens of thousands of sites including borders, ports, military and government, 
correctional facilities, and other critical sites.

Magal - Senstar
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www.magnabsp.com

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。

技術、製品、サービス 

機密性の高い戦略的拠点の境界防衛、国境防衛、侵入者感知、空港や港湾の防衛、軍事施設、政府施設

や民間施設、スマートシティ、運輸のスマート化など、様々なソリューションに当社が特許を保有する独自

の技術である「受動性立体電気工学レーダー（Passive stereoscopic electro-optic radar）」が用いられて

います。次世代のスマート自動監視システムや、お客様の要求に合わせてカスタマイズしたコストパフォ

ーマンスの高いソリューションを、他社に負けない価格（汎用品と同じ価格）により、既存システムのソフ

トウェアのアップグレード付きで提供します。

World leader as security provider for Smart Automatic 
Observation and Surveillance Systems  

Solutions for perimeter protection in sensitive and strategic sites , for borders 
protection, intruders detection , airports and harbors protection, military , 
governmental and civilian sites, smart city, smart transportation solution based 
on our unique and patent technology- Passive stereoscopic  electro-optic radar, 
provide the next generation of Smart automatic observation and surveillance 
systems and cost effective Customized customer requirements with  Competitive 
price (of shelf products price) and software upgrade to an Existing systems.

MAGNA BSP 
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www.mer-group.com 

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。
スマートなセキュリティ・ソリューション
セキュリティ、通信、サイバー、情報収集を専門とするMER Groupは、以下のような特徴を有するエンド・ツ
ー・エンドのソリューションを提供しております。
MER ３６０° サイバープロテクション:
■   サイバー脅威に関する情報収集  ■  専門サービス  ■  サイバーソリューション
情報収集プラットフォーム：
■   最先端OSINT ツール  ■  高度捜査機能  ■  専門分野知識- テロ対策、金融IT、犯罪
緊急対応通信ソリューション：
■  インシデント発生施設通信システム  ■  標準 LTE採用の独立高速ワイヤレスデータ・ネットワーク  
■  インスタント無線会議　-　無線装置間での通話可能
多様なクライアントに顧客向けの製品、システムを素早く、効率的に提供するMER Groupは、世界中で確
固たる実績を残しています。

Intelligent Security Solutions  
Mer Group combines security, communication, cyber and intelligence expertise 
delivering end-to-end solutions such as:
MER 3600 Cyber Protection:
■  Cyber threat intelligence  ■  Professional services ■  Cyber solutions
Intelligence Platforms:
■  Sophisticated OSINT tools  ■  Advanced investigation capabilities  ■  Domain 
expertise- counter terror, fintech and crime
Emergency communication solutions: 
■  Incident-site communications system  ■  Independent high-speed wireless data 
network based on standard LTE  ■  Instant wireless conference-call between all 
the radio devices
Providing tailored, customer-driven products and systems to diverse clients 
rapidly and efficiently, Mer Group enjoys a proven track record across the globe. 

MER Group 
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www.miframsecurity.com

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。

技術、製品、サービス 

ミフラムは高水準の金属加工技術や生産工学、土木工学技術に、高度なパラメータ設計およびその他の

物理的セキュリティ設備を組み合わせています。米国陸軍、米国海兵隊、多国籍軍、国際連合（国連）、KBR

社、イスラエル国防軍、陸上自衛隊のほか、国際的な軍隊や法執行機関、地方自治体、金融機関、船旅会

社、空港・港湾当局など、多くの公的機関や民間企業のお客様にご満足いただいています。

ミフラムの専門分野：

■  防弾、防爆構造  ■  防弾性の隔壁および出入口監視所  ■  対人、対自動車防壁  ■  可動式の防弾性シ

ェルターおよび監視所  ■  固定式および可動式守衛塔

Design, development and production of physical 
protection products  
Mifram combines high capacity metal works, industrial and civil engineering with 
high end parameter construction and other physical security installations. Among 
our satisfied customers: The US Army, USMC, MFO, UN, KBR, IDF, Japanese Army, 
additional International Military and Law Enforcement Agencies, Municipalities, 
Financial bodies, Cruise Liners, Airport & Harbor Authorities and other private/
public corporations.  

Mifram specializes in:

■  STRUCTURAL BALLISTIC & BLAST PROTECTION
■  BALLISTIC PARTITIONS & ENTRY POSTS
■  VEHICLE & CROWD CONTROL BARRIERS
■  MOBILE BALLISTIC SHELTERS & POSTS
■  STATIC & MOBILE GUARD TOWERS

Mifram 
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www.octopus-app.com

オクタパス
PSIM コマンド&コントロールシステム 

OCTOPUS ソフトウェアにより、セキュリティ、サイバー、安全、オペレーション担当スタッフは、ルーチンワ

ークおよび緊急事態においても人員、手順、技術に関わる管理を徹底することができます。 

OCTOPUS は、組織、団体等のシステムとインターフェースで接続し、モバイルアプリケーション経由でエ

ンドユーザーとリンクしています。

多種多様な35のモジュールで組み込まれたシステムによって、組織、団体等の特定のセキュリティやオペ

レーションニーズに対応することができます。

主なソユーション：
■  PSIMコマンド＆コントロール   ■  危機管理    ■  サイバーセキュリティ・イベント管理   ■  モバイル遭

難信号  ■  ビジター管理システム  ■  安全管理  ■  ライブモバイル・ビデオ  ■  フリート管理

PSIM Command and Control System
The OCTOPUS software allows security, cyber, safety and operations officers to 
manage manpower, procedures and technologies in both routines and emergency 
situations.  OCTOPUS interfaces with all of your organization’s systems and links 
all of the end users through a mobile application. System embeds within it 35 
different modules to meet your organization’s specific security and operational 
needs.
Main solutions:
■  PSIM Command & Control  ■  Crisis Management  ■  Cyber Security Event 
Management  ■  Mobile Distress Signaling  ■  Visitor Management System  ■  Safety 
Management  ■  Live Mobile Video  ■  Fleet Management

OCTOPUS
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www.Qognify.com

Video management, video and data analytics, and PSIM/ 
Situation Management solutions  

PSIM/Situation Management- Situator
Providing enhanced situational awareness through aggregation and correlation 
of information from multiple systems and sensors, automatic workflows, 
guaranteeing effective response. 

Video Management- VisionHub
A robust, scalable and highly reliable video management solution, serving as a 
central hub for all your security needs. 

Video and Data Analytics
Strong analytical engines that enable acting upon massive quantities of data. 
Effectively analyzing video to automatically flag incidents that require attention 
or pinpointing what you need to know, minimizing reaction time.

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。

技術、製品、サービス 

PSIM／状況管理：シチュエーター（Situator）

複数のシステムとセンサー、自動ワークフローから得た情報の集約、関連付けにより、優れた状況把握を

実現し、効果的な対処が約束されます。

映像管理：ビジョンハブ（VisionHub）

安定性が高く、拡張可能で信頼性の高い映像管理ソリューションを提供します。あらゆるセキュリティニー

ズに応える中核的な役割を果たします。

映像・データ解析

大量のデータへの反応を可能にする、強力な解析エンジンです。映像を効果的に分析し、注意を喚起すべ

きインシデントや情報に自動的にフラグを立て、反応時間を最小限に抑えます。 16
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www.reporty.com

The Social Safe City / Public Safety / Smart City 

The Reporty platform aims to enhance critical response to emergency events 
and to transform the way the public accesses police, fire, medical and rescue 
services in crisis situations as well as essential city services in non-emergency 
situations. Reporty is upgrading systems of critical event reporting by introducing 
a communications platform that is dynamically connected to command and 
control centers. Our real-time, video based, mobile platform which is supported by 
an Indoor Positioning System enables an immediate live video reporting from the 
scene, maximizing an accurate response by authorities, cutting down on response 
time and ultimately- saving lives.

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。

技術、製品、サービス 

レポーティのプラットフォームは、緊急事態における危機対応を改善することに加え、危機的な状況下で

の市民による警察、消防、医療、救急サービスへのアクセスの方法、ならびに緊急時以外での重要な公共

サービスへのアクセスの方法を変革することを目標としています。レポーティは、指揮管制センターに動

的に接続された通信プラットフォームにより、緊急事態を報告するシステムをアップグレードしています。

屋内測位システム（IPS）を用いた、リアルタイムの映像ベースのモバイル・プラットフォームにより、現場か

ら即座にライブ映像での報告を行うことが可能です。当局対応の的確性を最大限にまで高め、対応時間を

短縮し、人命を救うことにつながります。

17
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www.rt.co.il

RT delivers self-contained, versatile, easily transportable, cost effective tactical 
aerostat system comprised of a mobile control station, ground system module, 
tether, lighter-than-air platform, stabilized payload platform and sophisticated 
sensor suite.
Skystar systems are easy to operate, rapidly deployed, operating in extreme 
weather conditions, endurance 72 hours, carry multiple payloads including 
camera, Radar, Communication relays, Cellular,  operating worldwide in various 
military and civilian missions.
Solutions
■  Perimeter Security ■  Unmanned Aerial ISR and target acquisition ■  Border and 
coastal security ■  Crisis and emergency management
■  Law enforcement and public safety ■  Search and Rescue ■  Offshore/Onshore 
business continuity recovery ■  Event traffic/Crowd control ■  VIP Protection ■  
Environmental measurement ■  Communication relay

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。

技術、製品、サービス 

RTの戦術軽航空機システムは、自立式で多機能、かつ容易に運送可能であり、高コストパフォーマンスで

す。システムは移動可能なコントロール・ステーション、地上システム設備、テザー、空気よりも軽い浮力部

分、安定した積載部分、そして高機能なセンサー群から構成されています。

スカイスターのシステムは、運用が容易で素早い設置が可能であり、過酷な天候条件でも機能し、72時間

継続して使用できます。カメラ、レーダー、通信中継装置や無線機器など、複数の荷物も輸送可能です。本

システムは、世界中で軍事および非軍事目的に使用されています。

Solutions

■   境界セキュリティ ■  無人による空中からの諜報、監視、偵察および目標捕捉  ■  国境・沿岸警備  ■  危
機および緊急事態の管理  ■  法執行および公衆安全  ■  捜索および救助  ■  国内外での事業継続、事業

回復  ■  イベントにおける交通誘導、群衆誘導  ■  要人（VIP）警護  ■  環境測定  ■  通信中継 18
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www.terrogence.com

Counter-Terrorism Intelligence

Terrogence products, services and solutions are tailored to government agencies 
and multi-national corporations worldwide. Terrogence provides real-time 
intelligence monitoring, gathering, analysis and alerting services to customers 
in over 20 countries in the following sectors: government agencies (HLS, police, 
intelligence, military), Critical National Infrastructure (CNI), finance & insurance, 
auto-motors industry, transportation (land, air and maritime), communication, 
healthcare and more.
Terrogence's staff are ex-IDF intelligence veterans (8200), combining unique 
methodologies with proprietary state-of-the-art technologies. 

   Terrogence

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。

技術、製品、サービス 

テロジェンスの製品、サービス、ソリューションは、世界中の政府機関や多国籍企業のそれぞでのニーズ

に対応しています。テロジェンスは、20カ国以上でリアルタイムによるインテリジェンス・モニタリング、情

報収集、分析、警告サービスを提供しています。お客様は政府機関（国土安全保障当局、警察、情報機関、

軍）や重要な国家インフラ（CNI）当局のほか、金融機関や保険会社、自動車会社、運輸会社（陸・海・空）、通

信会社や医療機関など多岐にわたります。

テロジェンスのスタッフはイスラエル国防軍諜報部門（8200部隊）の退役軍人であり、唯一無二のノウハ

ウと独自の最新技術を活用しています。

Sensing Cyber
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HLS & CYBER

https://www.israelhlscyber.com/
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