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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
IEIC（イスラエル輸出国際協力機構）の国家防衛・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。

政府と民間の共同出資により設立されたIEICIは、イスラエル企業が提供する技術や製品の誘致、およびイスラ

エル企業との合弁企業や戦略的提携への橋渡しを半世紀以上もの間行っており、分野を問わず、関連のある企

業や行政機関を皆様にご紹介してきました。IEICIは、連絡や交渉、世界各地からの取引を行う際に必要な情報

をご提供しています。

経済産業省・外国貿易局は
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.

Inspired by innovation
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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 and International Cooperation Institute
The Israel Export and International Cooperation Institute is your premier gateway for doing 
business with Israeli companies. Established and funded by the government and the private 
sector, IEICI’s expertise in technology and product scouting, joint ventures and strategic 
alliances with Israeli companies spans more than half a century. Whatever your field is, IEICI 
offers access to relevant businesses and government resources. With expertise in Israel’s 
leading Industries, IEICI will provide the information you need to connect, negotiate and do 
business.

Mr. Eyal Levy  ▪  Manager, HLS & Aerospace  ▪ Israel Export Institute
T  +972 3 514 2876  ▪ M  +972 52 614 6961 ▪ eyall@export.gov.il  ▪ www.export.gov.il

Inspired by innovation

Foreign Trade Administration
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.

Ms. Noa Asher  ▪  Minister, Head of Economic & Trade Mission, Embassy of Israel
T  +972 3 3264 0398   ▪  israeljapaneconomy@israeltrade.gov.il  ▪  www.economy.gov.il
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映像解析ソリューション業界をリードするAgent Vi

Agent Video Intelligence（Agent Vi™）はオープンアーキテクチャの映像解析ソリューションで世界をリードす
る企業です。Agent Viの包括的映像解析ソリューションは、オンプレミス型とクラウド（SaaS）型のどちらでも提供
可能なソフトウェア製品で、その機能はリアルタイム映像解析、警告発出から、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渡ります。このソリューションは、最先端のカメラ、エンコーダ、映像管理システム、自動
警告ソフトウェアを完全に統合したものです。 
Agent Viが提供する高品質の映像解析ソリューションは、Agent Viが特許を有するソフトウェアアーキテクチャ、
高度なコンピュータビジョンや機械学習アルゴリズムを活用し、また広範囲にわたる監視を行うため数年かけて
開発されたソフトウェアが使用されています。このソリューションで最善の監視ネットワークが構築可能です。

ソリューション概要

Agent Viのソリューションは、ユーザが映像監視ネットワークから最適な価値を引き出すことを可能にします。
自動映像解析で所定のイベントを検出して警告を発出し、録画映像を迅速に検索、監視カメラが捉えた映像か
ら統計的なデータを抽出します。

Agent Vi is the leading provider of video analytics solutions
Agent Video Intelligence (Agent Vi™) is the leading global provider of open architecture, 
video analytics solutions. Agent Vi’s comprehensive video analytics offering includes software 
products for on-premise installations and cloud-based SaaS, with capabilities ranging from 
real-time video analysis and alerts to video search and business intelligence. The solutions 
are fully integrated with leading cameras, encoders, video management systems and alarm 
automation software. 
Building on its patented software architecture, advanced computerized vision and machine 
learning algorithms, and years of experience in software development for large scale 
surveillance deployments, Agent Vi offers high-quality video analytics solutions that enable 
best-of-breed surveillance networks. 

Solution at a Glance
Agent Vi’s solutions allow users to achieve optimal value from their video surveillance 
networks by automating video analysis to detect and alert for events of interest, expedite 
search in recorded video and extract statistical data from the footage captured by 
surveillance cameras. 

 www.agentvi.comAgent Video Intelligence
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高性能フラッシュメモリおよび組み込みコンピュータ製品・ソリューション

Asineは、高性能な統合組み込みストレージおよび基板を産業用ハイグレードOEM製品の組み込みソリューシ
ョン向けに製造する革新的な大手メーカーで、自動車、航空宇宙、国土安全保障（HLS）、通信、海軍などの特に
要件が厳しい業界や、高パフォーマンス、小フォームファクタ、高信頼性のデータストレージを要するPOS、自動
販売機、ATMなどの業界に提供を行っています。 
主要顧客として、三菱、日立、東芝、Boeing、GE、Renault、Volvo、SAAB Avionics、Thalesが挙げられます。
Asineのソリューションは堅牢かつ長寿命で、ISO 9001、ISO 9100、ISO 14001、ISO13485、テュフ・ラインラン
ド、TS-16949の認証を取得済みです。 

ソリューション概要

アンチハッキング機能を備えた組み込みストレージおよびコンピュータ製品。ATM、POS、自動販売機、国土安
全保障（HLS）、サイバーセキュリティ、スマートターミナル、医療器械、自動車電子制御ユニット（ECU）、自動走行
車、インフォテイメント、IoT、自動車衝突予測システム等向けに提供を行っています。

High-End Flash Memory & Embedded computing products & solutions
Asine is a leading innovative provider of integrated High-End embedded storage units and 
boards for high grade industrial OEM embedded solutions provided to the most demanding 
industries: Automotive, Aerospace, HLS, Telecommunications, Naval & additional verticals: POS, 
Vending, ATM and other industries that require outstanding performance, small form factor 
and high-reliability data storage. 
Among our First Class customers: Mitsubishi, Hitachi, Toshiba, Boeing, GE, Renault, Volvo, SAAB 
Avionics, Thales
Our robust solution backed by long longevity support and certified by ISO9001, ISO 9100, 
ISO 14001, ISO13485, TUV Rheinland, TS-16949. 

Solution at a Glance
Embedded storage and computing elements with anti-hacking mechanism for ATM, POS, 
Vending machines, HLS / Cyber Security, Smart Terminals, Medical appliances, Automotive ECU 
& Autonomy vehicles & Infotainment, IOT, Car fault forecast systems and more.

www.asinegroup.comAsine
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映像データを実用的なインテリジェンスに変換するBriefCam®

BriefCam®の映像解析ソリューションは、特許取得済みのビデオ・シノプシス®（Video Synopsis®）技術を基盤に
したもので、録画映像からセキュリティ脅威が存在する箇所のみを抽出し、確認に要する時間を大幅に短縮し
ます。これにより、組織は業務パフォーマンスや業務効率を最大化させることができます。シンデックス®・プロ
（Syndex® Pro）は、世界各国の警察当局、公安機関、行政機関、交通機関、大手企業、医療機関、教育機関、地
域団体で採用されています。 BriefCamの画期的な技術は、産業界において様々な賞を受賞したことでも知られ
ています。例えば、ウォール・ストリート・ジャーナル紙の「Technology Innovation Awards（技術イノベーション
賞）」、Security Products誌の「New Product of the Year（年間最優秀新商品）」、SIAの「New Product Showcase 
Best in Video Analytics Award（新商品ハイライト 最優秀映像分析賞）」、CNBCヨーロッパの「25 Most Creative 
Companies（クリエイティブな企業25選）」を受賞しています。 

ソリューション概要

シンデックス®・プロ（Syndex® Pro）は、組織のセキュリティ強化や、業務パフォーマンス・効率の最大化をサポート
します。映像解析ソリューションでは、映像を素早く確認・検索でき、カスタマイズされた統計レポートにより監視
機能とパフォーマンスが向上し、リアルタイムの警告発出によりプロアクティブなイベント管理が可能となります。

BriefCam® transforms video data into actionable intelligence
BriefCam®'s video analytics solutions, based on patented Video Synopsis® technology, 
dramatically shorten the time-to-target for security threats, while enabling organizations to 
maximize business performance and increase operational efficiency. BriefCam Syndex® Pro 
applications are deployed by law enforcement and public safety organizations, government 
and transportation agencies, major enterprises, healthcare and educational institutions, and 
local communities worldwide.
BriefCam's groundbreaking technology has been recognized with a series of industry 
accolades including The Wall Street Journal Technology Innovation Award, Security Products 
Magazine New Product of the Year, SIA New Product Showcase Best in Video Analytics Award, 
and CNBC Europe's 25 Most Creative Companies.

Solution at a Glance
BriefCam® Syndex® Pro enables organizations to enhance security, maximize business 
performance and increase operational efficiency. Its video analytics solutions enable rapid 
review and smart search of video; improved monitoring and performance with customized 
statistical reports, and proactive event management with real-time alerts.

www.briefcam.comBriefCam
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水中の状態を探知
DSITは、ソナー＆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。DSIT
の潜水者探知ソナーシステム、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から、世
界をリードする製品として認知されています。他の主要製品:  
   ハル・ソナーのブラックフィッシュ™（Blackfish™）シリーズ（高性能対潜水艦戦闘（ASW）システム）: 優れたパフ

ォーマンスと最小限の電波到達範囲を誇るコンパクトなソナー      ソナー更新プログラム
   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フルミッション型

潜水艦戦術訓練装置      ポータブル音響測距装置（PAR）     光ファイバーセンシングソリューションのライトラ
イン™（LightLine™）。高度な分散型音響センシング（DAS 技術を活用し、光ファイバー処理装置1台で半径100km
以内の絶え間ない監視を行います。　　

ソリューション概要

ライトライン™（LightLine™）は光ファイバーセンシングソリューションで、外周侵入検知（PID）と線状インフラ監
視（LIM）の両方の機能を兼ねています。 DSITのライトライン™（LightLine™）光ファイバーセンシングソリューシ
ョンは、高度な分散型音響センシング（DAS）技術を活用し、光ファイバー処理装置1台で半径100km以内を絶え
間なく監視します。光ファイバーケーブルを配置する際、電力インフラの構築の不要のため、広範囲をリアルタイ
ムで監視することができます。

Discover What's Down There
DSIT provides sonar & acoustic solutions for naval, HLS and energy markets. Our Shield™ 
family of Diver Detection Sonars considered as a world leader, with fully automatic operation 
and excellence of performance. Other leading products: 
   Blackfish™ Hull Mounted Sonar - advanced ASW system - compact sonar with superior 

performance and minimal footprint on the vessel      Sonar Upgrade Programs     SeaShield™- 
Submarine Detection Sonar     Sonar simulators and Full Mission Submarine Tactical Trainer
   Acoustic Signal Analysis system      Portable Acoustic Ranges (PAR)    LightLine™- Fiber-

Optic Sensing solution provides up to 100 km of a continuous surveillance per fiber-optic 
processing unit through its advanced DAS (Distributed Acoustic Sensing) technology.

Solution at a Glance
LightLine™, a dual-purpose Fiber-Optic sensing solution for both Perimeter Intrusion 
Detection (PID) and Linear Infrastructure Monitoring (LIM) applications.
DSIT’s LightLine™ Fiber-Optic Sensing solution provides up to 100 km of a continuous 
surveillance per fiber-optic processing unit through its advanced DAS (Distributed Acoustic 
Sensing) technology. No power infrastructure is required along the fiber-optic cable, thus 
enabling long border and infrastructure real time monitoring.

www.dsit.co.ilDSIT Solutions Ltd.
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「 スマート自動監視システム（Smart Automatic Observation and Surveillance Systems）」を提供
するセキュリティプロバイダー

機密性の高い戦略的拠点の境界防衛、国境防衛、侵入者検知、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技術「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、お客様の要件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（汎用品と同価格）で、既存システムソフトウェアのアップグレード込みで提供します。 

ソリューション概要

スマートシティ - 交通管制監視:  車両数集計、交通の取締、駐車場管制、海上検知（小型船、遊泳者）、空港警備: 
セキュリティおよび安全（UAV、VIP、FOD）、静的オブジェクト（固形物、残骸）の屋内外検知、侵入者および屋外の
不審者検知。 

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.

Solution at a Glance
Smart Cities- Traffic Control Monitoring: Car Counting, Traffic law enforcement, Parking 
control, Maritime (small boat, swimmer) detection, airport security & safety (UAV, VIP, FOD), 
Static object outdoor / indoor detection (brick, trace), Intruder detection and over the fence.

www.magnabsp.comMagna
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インテグレーションとイノベーションで世界をリードする MER Group

世界的な成功に裏付けられた豊富な経験と高い評価を誇るMER Groupは、戦術通信ソリューションや非常事態
管理のインテグレーターとして、サイバーセキュリティ分野で革新を起こす世界有数の企業です。 
MER Groupが提供するエンドツーエンド技術を基盤とした様々なソリューションは、モジュール性と拡張性、さら
には戦場での実績を誇ります。提供されるソリューションは、コンサルティング、開発、製造、統合、実装を含むター
ンキープロジェクトで、一気通貫の完璧な計画に基づき実行されます。世界各国の現場でリリースされています。 
MER Group（TASE: CMER）の従業員はおよそ1,200人で、ラテンアメリカ、アフリカ、米国、イスラエルを始め世界
に数十もの子会社や事業所を有します。

ソリューション概要

CellBOX: 堅牢なハンドキャリーボックスに収納された戦術4Gネットワーク一式で、標準LTE設備を備え高速無
線通信を可能にします。
mGuard: 艦船乗組員向けソリューションで、遠方にいる人員への警告発出や、追跡・監視を可能にします。
緊急対応管理: MER Groupは、人、プロセス、技術を融合させた運用概念の構築と実装を行います。

Security provider for Smart Automatic Observation and Surveillance Systems
With vast experience and a solid reputation earned through proven global successes, MER 
Group is a world-leading integrator of tactical communication solutions and emergency 
situation management, and an innovator in cyber security. 
The group’s diverse portfolio of end-to-end technology-based solutions are modular, 
scalable and combat field-proven. Solutions include: consulting, development, manufacturing, 
integration, implementation and turnkey projects that are impeccably planned and executed, 
from start to finish and have been deployed at sites throughout the world. 
MER Group (TASE: CMER) employs approximately 1200 people with dozens of global 
subsidiaries and operations in Latin America, Africa, USA and Israel.

Solution at a Glance
CellBOX - A tactical 4G cellular network in a ruggedized hand carry box providing high-speed 
wireless coverage based on standard LTE equipment.
mGuard – A maritime crew solution for alerting, tracking and monitoring isolated personnel.
Emergency Response Management - We build and implement operational concepts that bring 
together: people, processes and technology.

www.mer-group.comMER Group
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既存のインフラを使用しないリモート/モバイル対応の専用通信網

Mobilicomは、既存のインフラを使用しないリモート/モバイル対応の専用通信網向けのソリューションを設計・開
発・販売しています。Mobilicomの製品や技術は、4G通信技術とモバイルメッシュネットワーク技術を融合させ、
一つの統合ソリューションにするといった革新的なアプローチから生まれており、販売中の製品シリーズは多岐に
わたります。 Mobilicomは行政機関や一般企業に製品の提供を行っており、特に国土安全保障、治安維持、災害救
助、無人飛行機、海洋エネルギーなどで使用される、ミッションクリティカルなアプリケーションでの使用を想定して
開発されました。最近販売が開始されたSkyHopperは、業務・産業用のドローンおよびロボット向けの製品です。

ソリューション概要

Mobilicomの基幹通信ソリューションは、規模を問わずあらゆる形態やプロジェクトに対応し、柔軟性、信頼性、
そして市場において、移動能力にも富んでいます。4G技術をモバイルのメッシュ型トポロジーに活用したことに
より、高度なプラットフォームが実現し、特定の市場の課題やニーズに応えています。最先端の技術を活用した
Mobilicomの無線通信は、高性能でセキュア、そして操作や配置が簡単ですので、必ずご満足いただけます。
Mobilicomは、行政機関や一般企業向けのアドホック無線ソリューション、そして業務用無人飛行機および業務
用ロボット市場向けの双方向データリンクおよび映像処理ソリューションを提供しています。

Remote mobile private communication networks without the need for infrastructure
Mobilicom designs, develops and markets solutions for remote mobile private communication 
networks without the need for any existing infrastructure. Mobilicom’s products and technology 
are based on an innovative approach that merges 4G communication with Mobile MESH technology 
into a unified solution, with a number of product families that have been commercially deployed. 
Mobilicom caters to the Government and Enterprise market, targeting mission critical applications 
including Offshore Oil, Gas & Energy, Public Safety & Homeland Security, Disaster Relief and UAVs 
and has released the SkyHopper entity, which addresses the needs of the Commercial and Industrial 
Drone and Robotics market.

Solution at a Glance
Mobilicom's mission-critical-communications solutions cater to every deployment and project scope 
from small to large scale with the highest flexibility, reliability and mobility in the market. By leveraging 
4G technology combined with Mobile MESH topologies, Mobilicom's brings sophisticated platforms 
tailored to respond to specific market vertical challenges and needs. With best-of-breed technology, 
Mobilicom assures optimal secured wireless communications as well as simple operations and 
deployment. Mobilicom offers ad-hoc wireless solutions for government and enterprise market 
applications as well as bi-directional data links and video processing solutions for the commercial 
UAV and robotics market segment.

www.mobilicom.comMobilicom Ltd.
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PSIMコマンド＆コントロールシステムのOctopus

Octopusは革新的な物理セキュリティ情報管理（PSIM）システムを提供しています。PSIMは、包括的なセキュリテ
ィ管理ソフトと高性能なスマートフォンアプリが融合したもので、組織はセキュリティ、安全、運用という全ての要
件を単一の包括的システムで効率的に管理することが可能となります。Octopusは物理セキュリティシステム、サ
イバーシステム、安全システム、センサー、データソースを全て融合させます。Octopusのソリューションでは、包括
的で一元的なプラットフォームが提供され、組織のセキュリティ管理に必要なツールの全てが備わっています。
Octopusのクラウド対応プラットフォームは、多くの重要施設、政府機関、セーフシティ、港、大手民間企業で導入
されています。Octopusのシステムは、大変厳格な情報セキュリティ基準を満たしています。

ソリューション概要

Octopusは物理セキュリティシステム、サイバーシステム、安全システム、センサー、データソースを全て融合さ
せます。Octopusのソリューションでは、包括的で一元的なプラットフォームが提供され、組織のセキュリティ管
理に必要なツールの全てが備わっています。

Octopus Command and Control
OCTOPUS is an innovative Physical Security Information Management system (PSIM), which 
combines a comprehensive security management software with a powerful smartphone 
application, enabling organizations to effectively manage all their security, safety and 
operational requirements from one holistic system. OCTOPUS fuses together all the physical 
security, cyber, safety systems, sensors and data sources. Octopus solution provides a holistic 
one-stop-shop platform with all the necessary tools required to manage the organizations 
security needs.
The Octopus cloud-enabled platform has been installed in many critical facilities, government 
agencies, safe cities, sea ports and large private enterprises. The Octopus system is meeting 
very stringent information security standards.

Solution at a Glance
OCTOPUS fuses together all the physical security, cyber, safety systems, sensors and data 
sources. Octopus solution provides a holistic one-stop-shop platform with all the necessary 
tools required to manage the organizations security needs.

www.octopus-app.comOctopus systems
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ライフセービング・イノベーション

PerSys Medicalは、救急医療時に使用される革新的な製品の開発や販売を行う医療機器メーカーです。PerSys 
Medicalのミッションは、処置に必要な時間やリソースを大幅に削減しながら質の高い治療を可能にする製品
を市場に投入することです。PerSys Medicalでは救急医療にまつわる様々な製品を取り揃えており、軍事、救急
医療、警察、防災拠点、捜索救助、応急手当、そして病院でも活用されています。当社製品には、一体型包帯のエ
マージェンシー・バンデージ（Emergency Bandage）、素早く安全に脈管系に薬液を注入できる、新型の骨内医
薬品注入キットのNIO、また過酷な気候下での低体温症治療に使用されるブリザード（Blizzard）シリーズなど
があります。

ソリューション概要

エマージェンシー・バンデージ（Emergency Bandage）: 一体型の圧縮包帯で、補助パットや安全に配慮した留
め具が付属します。
NIO骨内医薬品注入キット: 小型で軽量の使いやすい自動装置で、素早く安全に脈管系に薬液を注入できます。
ブリザード（Blizzard）シリーズ: 独自の技術であるReflexcellにより、過酷な気候下において低体温症の発生リ
スクを低減させます。

Life Saving Innovations
PerSys Medical is a manufacturer of Medical devices, is active in the development and 
marketing of innovative products for emergency medical situations. The company’s mission 
is to bring to market products that improve treatment while providing significant savings in 
time and resources. PerSys Medical's portfolio has a variety of emergency medical products 
for the Military, EMS, Law Enforcement, Disaster Preparedness, Search and Rescue, pre-hospital 
and in-hospital use: The Emergency Bandage- All-in-one bandage, The NIO new Intra Osseous 
device for quick and safe access to vascular system and Blizzard Hypothermia treatment in 
extreme conditions.

Solution at a Glance
 ▪ Emergency Bandage - All-in-one with pressure applicator, secondary dressing and closure 

bar to secure
 ▪ NIO Intra Osseous device - small, light and easy to use, automatic which allow quick and 

safe access to vascular system
 ▪ Blizzard - Reflexcell unique technology reduces the risk of Hypothermia in extreme 

conditions

www.ps-med.comPerSys Medical
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映像管理、映像・データ解析、状況判断型セキュリティ総合管理（Situation Management）のソリュー
ション

Qognifyは、顧客のリスクの低減、事業継続性の確保、業務の最適化をサポートし、映像管理、映像・データの分析、状
況判断型セキュリティ総合管理（Situation Management）のソリューションを総合的に提供します。 複数システムから
のデータを取得、統合、解析するこうしたソリューションにより、Qognifyは価値のあるインサイトを組織に提供し、組織
はセキュリティを強化し事業を最適化することが可能となります。 本社はニューヨーク。20年以上の技術研究開発の成
果に基づいたQognifyのソリューションは世界中で活用されており、金融機関、交通機関、空港、港湾、公益事業会社、
地方自治体、世界的なセキュリティ運用センター、公共イベントなどの安全に役立てられています。

ソリューション概要

映像管理: ビジョンハブ（VisionHub）は受賞歴のある次世代の映像管理ソリューション（VMS）です。最新で堅牢な映
像管理機能、そして状況判断機能や効果的なセキュリティインシデント管理機能も備えられており、世界最高品質と
なっております。 状況判断型セキュリティ総合管理: シチュエーター（Situator）の最新バージョンは、 市場有数の物理
セキュリティ情報管理（PSIM）および状況判断型セキュリティ総合管理ソリューションで、オペレーショナル・インテリ
ジェンス・センター（Operational Intelligence Center、OIC）モジュールもこのサービスに含まれます。OICはプロアク
ティブなインシデント管理システムで、ビジネス・インテリジェンス（BI）ツール経由で大量のデータを活用して全社的
なダッシュボードを作成し、データをす実用的なインテリジェンスに変換します。
映像・データ解析: 侵入検知やクラウド管理ソリューション、そして受賞歴のある被疑者捜索ソリューションで、捜索時
間を数時間から数分に短縮します。

Video Management and Analytics, Data Analytics and Situation Management Solutions
Qognify helps organizations mitigate risk, maintain business continuity, and optimize operations. 
The Qognify portfolio includes video management, video and data analytics, and PSIM/ Situation 
Management solutions that are deployed in financial institutions, transportation agencies, airports, 
seaports, utility companies, city centers, and to secure many of the world's highest-profile.

Solution at a Glance
Video Management - the award-winning VisionHub, next generation Video Management 
solution, includes new, robust VMS capabilities and extends to offer situational awareness 
and effective security incident management, making it the most powerful VMS in the market. 
Situation Management - the latest version of Situator, Qognify’s market leading PSIM and 
Situation Management solution, including the new Operational Intelligence Center (OIC). OIC is 
a proactive incident management system, which, via Business Intelligence (BI) tools leverages 
massive amounts of data, yielding enterprise-wide dashboards and turning data into actionable 
intelligence. Video and Data Analytics - Intrusion Detection, Crowd Management and award-
winning Suspect Search solutions - shortening search time from hours to minutes.

www.Qognify.comQognify
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諜報、監視、偵察および通信手段として使用可能な、スカイスターバルーンシリーズ（Skystar Aerostat 
Family）の設計、開発、製造を行う世界的企業

RT LTA Systems LTDは、スカイスターバルーンシリーズ（Skystar Aerostat Family）の設計、開発、製造を行う世界的企
業です。スカイスターシリーズは、諜報、監視、偵察および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。 コ
ンパクトな継続的空中支援を要件とする予防、準備、対応、回復といった業務に従事するお客様には、スカイスターシ
リーズが最適です。 RT LTA Systems LTDは、自立式で多機能、容易に運送可能でコストパフォーマンスの高い戦術シ
ステムで、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、世界中の交戦地帯で10万時間
以上使用された実績があります。 スカイスターのシステムは、操作が簡単で素早い掲揚が可能で、過酷な天候条件で
も機能し、世界中で軍事および非軍事目的で使用されています。

ソリューション概要

スカイスターのシステムは、コストパフォーマンスが高く、操作が簡単で素早い掲揚が可能で、過酷な天候条件でも高
性能を発揮し、世界中で軍事および非軍事目的で使用された実績があります。スカイスターバルーンはその独自の設
計により、風速40ノット（20m/s）以上、高度1,500フィート（約450メートル）以下で安全に掲揚できます。光センサー群
を搭載してズームや録画機能を備え、昼夜問わず高画質で、全方向に動作します。 
ユーザの視点に立った合理的設計は、スキルや研修が最低限でも、最大3人のユーザが30分以内で掲揚、再掲揚する
ことを可能にしています。

A world – class – designer, developer and manufacturer of the Skystar Aerostat Family 
proven for use in intelligence, surveillance, reconnaissance and communications 
applications
RT LTA Systems LTD is a world – class – designer, developer and manufacturer of the Skystar 
Aerostat Family proven for use in intelligence, surveillance, reconnaissance and communications 
applications. Users active in prevent-prepare-respond-recover settings requiring continuous 
and compact aerial support are a natural fit for Skystar products.

Solution at a Glance
Skystar systems are proven operating systems, cost effective, easy to operate, rapidly deployed 
and customized for a range of operating conditions in high performance worldwide in various 
military and civilian missions. The unique design of Skystar aerostat allows safe operations in 
winds exceeding 40 knots at altitudes of up to 1,500 feet. The optical sensor suite is capable for 
high resolution day/night, Omni-directional operation with zoom and video recording features. 
The well integrated and user focused designed approach enables the aerostat to be launched 
and recovered in less than 30 minutes by a maximum of three personnel with minimal skills and 
training.

www.rt.co.ilRT LTA Systems LTD
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オーダーメイドの追跡ソリューションおよびIoTを提供するTech360

Tech360はオーダーメイドの追跡ソリューションや、IoT（モノのインターネット）を提供する企業であり、イスラエ
ルのリション・レ・ジオンを拠点としています。Tech360は電子デバイスの設計において世界有数の企業で、制御
や監視の分野で活用される独創的かつ革新的なソリューションを提供しています。
独創的で高品質、高耐久性、耐水型の追跡製品を開発しています。Tech360の製品にはセルラーモデム、Wi-Fi、
低電力Bluetooth、GPS、センサーなどが搭載され、特殊な用途に対応可能です。Tech360は高品質の製品、そし
て適切なサポートや支援をクライアントに提供し、クライアントの成功のために全力を尽くしています。

ソリューション概要

セキュリティ・軍事: 高耐久性で耐水型、非常警報付きの捜索用パーソナルロケーター。
警察当局: セルラーモデムおよびGPS搭載の犯罪者用ブレスレット。
機密製品: 暗号化通信を利用した小型追跡デバイス。 
設備・資産: 耐水型で薄型の低電力資産ロケーター。
特殊車両: 高耐久性の耐水型トラッカーおよび警報装置。

Tech360 is a Tailor Made Tracking Solutions and IoT Company.
Tech360 is a Tailor Made Tracking Solutions Company and IoT (Internet Of Things) provider 
based in Rishon Le-Zion, Israel. We are a worldwide leading Designer of Electronic devices with 
unique out of the box solutions that are used in the control and monitoring markets.
The company develops unique and high quality tracking products, built heavy duty and water 
proof. Our products equipped with Cellular Modems, WIFI, Low Power Blue Tooth, GPS, Sensors 
and more to give solutions to special applications. We are extremely committed to delivering 
quality products, support and assistance to our clients in order to achieve their goals.

Solution at a Glance
 ▪ Security & Military - Heavy duty water proof, safety personal locator with emergency alarm
 ▪ Low Enforcements agencies - Offenders Bracelets with Cellular Modem & GPS
 ▪ Classified products -Miniature tracking devices with coded communication
 ▪ Equipment & assets - Waterproof , narrow, low power Assets Locator
 ▪ Special vehicles - Heavy duty, water proof, Tracker & Alarm

www.tech-360.netTech360 Ltd.

Companies 2017

Contents
16

http://www.tech-360.net


Actionable Intelligence in a Sea of Unknown Threats

2004年設立のTerrogence（Verintグループ企業）は、ウェブインテリジェンス（WEBINT）分野におけるパイオニ
アであり、リーダーでもあります。豊富な経験を誇る社内アナリストは、Terrogenceが長年に重きを置いている
財産です。現在活躍中のエキスパートは40名を超え、その専門分野は、テロ資金調達、テロリスト採用活動、犯
罪活動、サイバー脅威インテリジェンス、戦略研究、即席爆発装置（IED）、手製爆弾（HME）など、多岐に渡ってい
ます。2017年7月よりTerrogenceはVerint Groupの傘下に入りました。これにより、Verintのウェブインテリジェン
スソリューションをTerrogenceの調査活動に活用することが可能となり、Terrogenceのインテリジェンスや専門
性に一層磨きがかかりました。

ソリューション概要

専門家によるレポートと実用的なインテリジェンス。トピックは、テロ対策や犯罪に関連するテロ資金調達、テロ
リスト採用活動、犯罪活動、サイバー脅威インテリジェンス、戦略研究、即席爆発装置（IED）、手製爆弾（HME）など
の分野におよびます。Terrogenceはこれらトピック全てに関する研修の提供も専門としています。

Actionable Intelligence in a Sea of Unknown Threats
Founded in 2004, Terrogence (a Verint Company) is a global pioneer and leader in the field 
of Web Intelligence (WEBINT). Our principal assets over the years have been our highly-
experienced in-house analysts, presently counting 40+ experts in different fields such as, 
Terror Funding and Recruiting, Criminal Activities, Cyber Threat Intelligence, Strategic Research, 
Improvised Explosive Devices (IED) and Homemade Explosives (HME) and more. As of July 
2017, Terrogence is part of the Verint Group, allowing the enhancement of Terrogence’s 
intelligence capabilities and expertise by introducing the Verint Web Intelligence solutions 
into our research practices.

Solution at a Glance
Expert reports and actionable intelligence on topics related to counterterrorism and 
crime, such as Terror Funding and Recruiting, Cyber Threat Intelligence, Strategic Research, 
Improvised Explosive Devices (IED) and Homemade Explosives (HME) and more. Additionally, 
Terrogence experts provide trainings on all of the aforementioned topics.

www.terrogence.comTerrogence (a Verint Company)
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2018年11月12日～15日
テルアビブ

第５回国際会議
HLS & CYBER CONFERENCE

詳細については: 
israelhlscyber@export.gov.il
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NOVEMBER 12-15
TEL AVIV

THE 5T H  INTERNATIONAL 
HLS & CYBER CONFERENCE

FOR MORE INFORMATION: 
israelhlscyber@export.gov.il

19

Contents

mailto:israelhlscyber%40export.gov.il?subject=


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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