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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
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。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。

ISRAEL-Your Destination for HLS Technology Innovation
The Israel Export Institute (IEI), 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 partnership.

The Israel Export & 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

eyall@export.gov.il

www.export.gov.il
T  +972 3 514 2876   
M  +972 52 614 6961
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The Trade and Economic Mission in the Israeli Consulate
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.

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.

Ms. Noa Asher
Minister
Head of Economic &Trade Mission to Tokyo

Embassy of Israel in Tokyo, Japan
T  +81 3 3246 0398    
Tokyo@israeltrade.gov.il
www.israel-keizai.org

Contents 4

mailto:Tokyo%40israeltrade.gov.il%20?subject=
http://www.israel-keizai.org
https://www.gov.il/en/Departments/ministry_of_economy


映像解析ソリューション業界をリードする Agent Vi

会社紹介

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。

Comprehensive Video Analytics Solutions for Security, Safety, Business 
Insights

Company Profile

Agent Video Intelligence (Agent Vi™) is the leading global provider of open architecture, 
video analytics solutions. Building on its patented software architecture, advanced 
computerized vision and Deep Learning algorithms, and years of experience in software 
development for large-scale surveillance deployments, Agent Vi offers high-quality 
video analytics solutions that seamlessly integrate with a large variety of third party 
systems. Agent Vi has sales, distribution and research and development operations 
around the globe with thousands of proven deployments worldwide across multiple 
industries. 

Solution at a Glance

innoVi is Agent Vi’s video analytics software that transforms hundreds or even 
thousands of deployed cameras into smart video devices. innoVi is powered by Deep 
Learning technology that continuously learns and analyzes video data, uncovering 
otherwise hidden incidents, insights and information. Enterprises benefit from improved 
security, safety and incident response, and can leverage their existing surveillance 
infrastructure to do more -- even in the most dynamic and challenging environments.

www.agentvi.comAgent Video Intelligence (Agent Vi™)
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安全性の高い革新的フラッシュおよび組み込みモジュール

会社紹介

Asineは、安全で高品質な産業用フラッシュメモリ製品と組み込みシステム ソリューションの革新的デザ
イナーであり、高い信頼性を誇るメーカーです。自動車、航空宇宙、航空電子機器、IT、電気通信、医療、船
舶その他の高性能小型フォームファクタや高速データ ストレージが必要とされ、厳しい要件への適合が
求められる業界の高品質産業OEMソリューション プロバイダー向けに、安全な統合型組み込みストレー
ジ装置や基板を提供する大手プロバイダーです。

ソリューション概要

Asineは、自動車やサイバー分野の専門知識に基づき構築した革新的なソリューション スイートにより、
業界内のアプリケーション ハッキングに対するモジュール式の多層保護を総合的に提供します。Asine
は、コネクティビティの保護、安全な金融ネットワークとエンドポイント デバイス管理、車載ネットワー
ク保護、ECU保護ネットワーク、製品寿命保護、アフターマーケット保護、組み込みアプリケーション用ブ
ートメディアの暗号化分野において豊富な経験を有しています。

Innovative secured flash & embedded modules

Company Profile

Asine is an innovative designer and a highly reliable manufacturer of secured high 
grade industrial flash memory products and embedded system solutions. Asine is a 
leading provider of secured integrated embedded storage units and boards to high 
grade industrial OEM solution providers in the most demanding industries: automotive, 
aerospace, avionics, IT, telecommunications, medical, marine and other industries that 
require outstanding performance, small form factor and high-speed data storage. 

Solution at a Glance

Asine's automotive and cyber expertise built on innovative solution suits and offers 
comprehensive, modular and multi-layered protection from application hacking in 
the industry. Asine is experienced with: connectivity protection, secured network of 
finance & endpoint device  management, in-vehicle network protection, ECU protection 
network, lifespan protection, aftermarket protection and encrypted boot media for 
embedded applications.

www.asinegroup.comAsine Ltd.
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動画から実用的なインテリジェンスへと導く

会社紹介

ブリーフカム（BriefCam）は、ビデオ・シノプシス（Video Synopsis®）とディープラーニング（深層学習）ソ
リューションを提供する業界トップのプロバイダーです。このソリューションにより、映像データを迅速に
点検・検索し、的確なアラートを発信し、録画映像から定量的な洞察を引き出すことが可能となります。
未加工の映像データから実用的なインテリジェンスを導き出すことによって、ブリーフカムは、セキュリ
ティへの脅威となる対象物を特定するまでの時間を劇的に短縮し、安全性を向上して業務の最適化を
図ります。賞を獲得したブリーフカムの製品は、世界中の法執行機関や公安組織、政府や交通機関、大
手企業、医療機関、教育機関、地方自治体などによって、広く採用されています。

ソリューション概要

映像の検索を可能にして、映像を定量化し、実用的な情報へと転じるブリーフカムの画期的なテクノロ
ジーは、人、物体、その属性、そして挙動を録画映像から検出し、追跡し、抽出し、特定します。ブリーフカ
ムは、動画の中の異なる時点で出現した人や物体を抽出して同時に再生できるので、映像の検査が迅
速化されます。また、ブリーフカムは、ニアリアルタイムのアラート機能を提供しており、また抽出・集約
された動画メタデータを利用する組み込みのBIプラットフォームを組み込んでいるので、定量的な映像
分析を行って、対策に直結する実用的な洞察を引き出し、それをカスタマイズ可能なダッシュボードの中
で分かりやすく表示することができます。

Transforming Video into Actionable Intelligence

Company Profile

BriefCam is the industry’s leading provider of Video Synopsis® and Deep Learning 
solutions for rapid video review and search, smart alerting and quantitative video 
insights. By transforming raw video into actionable intelligence, BriefCam dramatically 
shortens the time-to-target for security threats while increasing safety and optimizing 
operations. BriefCam’s award-winning products are deployed by law enforcement 
and public safety organizations, government and transportation agencies, major 
enterprises, healthcare and educational institutions, and local communities worldwide. 

Solution at a Glance

Making video searchable, quantifiable and actionable, BriefCam’s breakthrough 
technology detects, tracks, extracts and identifies people, objects, their attributes and 
behavior from video. Simultaneously presenting objects that appeared at different 
times within the video, BriefCam accelerates video review. BriefCam also provides near 
real-time alerting capabilities and an embedded BI platform that utilizes the extracted 
and aggregated video metadata, enabling quantitative video analysis and providing 
and visualizing actionable insights within customizable dashboards.

www.briefcam.comBriefCam
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デジタルインテリジェンスでより安全な世界を実現

会社紹介

Cellebriteは、技術革新とコミュニティの治安維持に注力するデジタル インテリジェンス市場のグローバ
ル リーダーです。捜査当局、軍や諜報機関、あるいは大企業向けに、デジタル フォレンジック、トリアー
ジ、アナリティクスを網羅した、実証済みの総合ソリューションを提供しています。Cellebriteの製品は、研
究所の科学調査員や分析官から、捜査官や現場初動部隊、犯罪の立証を行う検察官、そして捜査官の最
適化を図る当局の管理官に至るまで、幅広い調査の分野に於けるサポートを提供します。

ソリューション概要

Cellebriteは、受賞歴を誇る業界最先端のデジタル フォレンジック ソリューションを提供し、あらゆる調査
チームを「コミュニティを守る」という共通の目標に集中させます。Proシリーズ、Fieldシリーズ、Analytics
シリーズは、他にはないデータ抽出、解読、解析機能を提供します。ワークフローの改善、プロセスの標準
化、優れた効率化を実現することで、あらゆる部門がアクセスでき、共有することができる実用的なデー
タを提供します。素早く全体像を捉えることができ、スピーディーかつ確かな意思決定を可能にします。

Digital Intelligence For A Safer World

Company Profile

As the global leader in the digital intelligence market with a passion for technology 
innovation and keeping communities safe, Cellebrite provides law enforcement, military 
and intelligence, and enterprise customers with the most complete, industry-proven 
range of solutions that encompass digital forensics, triage, and analytics. Our products 
support the entire investigative team – from forensic examiners and analysts in the lab 
to investigators and first responders in the field, to the prosecutors building strong 
defensible cases, and agency management optimizing investigative resources. 

Solution at a Glance

Our industry leading, award-winning digital forensic solutions unify investigative teams 
with a single goal: protecting our communities. Our Pro Series, Field Series and Analytics 
Series provide unparalleled data extraction, decoding and analysis capabilities. We 
make data accessible, collaborative and actionable across departments by improving 
workflows, streamlining processes and achieving greater efficiencies.What you get 
more quickly is a complete picture, enabling you to make decisions faster and with 
greater confidence.

Cellebrite www.cellebrite.com
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D-IDは、顔認識アルゴリズムによる個人情報の漏洩を防ぎます 。

会社紹介

D-IDは、イスラエル国防軍の特殊部隊と8200部隊の退役軍人により共同で設立されました。当社の技術
部門には、コンピュータビジョン、画像処理、ディープラーニングなど多岐にわたる分野の専門エンジニ
アが属しております。
D-IDのチームは、Y Combinator及びEISP 8200の出身者から構成されています。

ソリューション概要

AIの進展とともに、顔認識は人間よりも高い正確性を有するまでになりました。人々の顔は個人を識別
する情報源となっています。パスワードと異なり、顔を「変更」することはできないため、当情報の保護が
必須です。
D-IDの画期的な技術は、写真やビデオを顔認識アルゴリズムから保護し、人間の目（目視）と同程度の認
識に保ちます。AIが対処しづらいように設計されています。
D-IDのソリューションの導入により、導入下の企業や機関は法を遵守し、生体認証のデータベースを保
護することができます。

D-ID protects identities from face recognition algorithms

Company Profile

D-ID was co-founded by Israeli Defense Forces veterans from Special Forces and 8200.
The company’s interdisciplinary engineering team holds Ph.D. and M.Sc. degrees in 
computer vision, image processing and deep learning.
The D-ID team is alumni of Y Combinator and EISP 8200. 

Solution at a Glance

With the advancement of AI, face recognition has advanced to the point that it is more 
accurate than humans. Our faces have become our identifiers. They must be protected 
because unlike passwords you cannot change your face. 
D-ID’s groundbreaking technology protects photos and videos from face recognition 
algorithms, while keeping them similar to the human eye. It is designed to be difficult 
for an AI to overcome.
D-ID enables organizations to comply with regulations and protect biometric 
databases.

www.d-id.comD-ID
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高度自動観測・監視システム、人工知能のAI企業です。

会社紹介

HLS（国土安全保障）および公安市場に対する、高度自動観測・監視システムの代表的セキュリティ提供
企業です。
システムは、3D画像処理、AI、ディープラーニングのアルゴリズム等の先進技術に基づいています。
ソリューションには、国境警備、侵入者探知のほか、空港、港、軍および政府施設等の機密施設、スマートシ
ティ、スマート交通が含まれます。Magnaのシステムは、テニスボール、ホッケーのパックおよびロケット等
の高速で動くターゲットを検知して追跡できるほか、ドローンによる360度全方位の保護を提供します。

ソリューション概要

Magnaの監視システムは、監視対象とは関連性の無い警告アラートによる混乱を防ぎ、高度で迅速な
情報収集を実現する特別な機械学習と画像処理のアルゴリズムを活用することで、高水準の保護を実
現し、アラーム誤作動問題を解決します。
このシステムは、動物、天候またはその他環境要因により起こりうる誤作動アラームと真の脅威を区別
することができます。
このシステムは、環境の変化を学習し、それに応じて自らの動作を修正します。

Smart Automatic Observation and Surveillance Systems, Artificial 
Intelligence AI Company

Company Profile

Leading security provider of smart automatic observation and surveillance systems for 
the HLS and public security markets. 
Systems are based on advanced technologies such as 3-D image processing, AI and 
deep learning algorithms 
Solutions include border protection, intruder detection, sensitive facilities such 
as airports, harbors, and military and government sites, smart cities, and smart 
transportation. Magna’s systems can detect and track high velocity targets like tennis 
balls, hockey pucks, and rockets, as well as providing 360° drone protection. 

Solution at a Glance

Magna surveillance systems deliver a high level of protection and provide an answer to 
false alarms, utilizing special machine learning and image processing algorithms that 
filter out non-relevant alerts and enable sophisticated and quick intelligence gathering. 
The systems can distinguishing between true threats and potential false alarms caused 
by animals, weather, or other environmental factors. 
The systems learn changes in the environment and correct their performance 
accordingly.

www.magnabsp.comMagna BSP Ltd.
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Netlineは、電子攻撃への防御及び電磁スペクトラムのソリューションを開発・製造しています。
会社紹介

1998年以来、Netlineは、最先端の電子攻撃への防御及び電磁スペクトラムのソリューションを、世界中
の国防およびHLS（国土安全保障）市場に向けて開発、製造、販売しています。Netlineの専門性は、リアル
タイムで無線スペクトラムを検知してコントロールすることです。テルアビブに所在する未公開企業であ
り、100名の従業員の大半は、研究開発エンジニアです。Netlineの複数分野にまたがる研究開発部門は、
顧客の要請と業務上のニーズに従って、システムを継続的に変革、開発、カスタマイズしています。顧客に
は、イスラエル国防省、NATOの西欧諸国、米国海兵隊が含まれ、また中南米、アジアにまでまたがります。

ソリューション概要

製品ラインには、以下が含まれます。*ドローン対策ソリューション：特別なイベントや重要インフラにお
ける敵対ドローンの検知および抑制。空港、要人警護。*ジャミングソリューション：軍隊、要人および部隊
警護のための通信電波妨害および即席爆発装置（IED）電波妨害。Netlineのモジュール型ソフトウェア無
線（SDR）のプラットフォームは、将来の新たな脅威に対応するため、無線周波数（RF）電波妨害機器を常
時更新できるようにします。車両、反応型・ハイブリッドシステム、携帯型、小型、固定型のシステムがあり
ます。*RFモニタリング：Netlineは、機密情報および施設に対するサイバー・無線攻撃に対処するため、様
々なソリューションを提供します。*緊急時携帯コミュニケーション及び緊急時位置情報ソリューション。

Netline develops and manufactures electronic countermeasures and 
spectrum dominance solutions
Company Profile

Since 1998, Netline develops, manufactures, and sells cutting edge  electronic countermeasures 
and spectrum dominance solutions to the global defense and HLS markets.Netline’s expertize 
is to detect and control the wireless spectrum in real-time.Privately held, located in Tel-Aviv 
.Work force 100 people, mostly R&D engineers. Netline’s multi-disciplinary R&D division 
continuously innovates, develops and customizes systems according to clients requirements 
and and mission needs.  Customers include the Israeli MOD, West-European NATO countries, 
The US Marine Corps, LATAM, Asia and more. 

Solution at a Glance

Product lines include:*Counter Drone solution: detection & mitigation of hostile drones for 
special events, critical infrastructures. Airports, VIP protection and more. *Jamming solutions 
- communication jamming and Improvised Explosive Device (IED) jamming for military, VIP 
and convoy protection. Netline’s modular software defined radio (SDR) platform ensures 
that the RF jamming equipment can be upgraded at any time in the future to incorporate new 
threats. Vehicular, reactive/hybrid systems, portable, miniaturized, and stationary systems
*RF Monitoring: Netline offers a variety of solutions to combat cyber and wireless attacks 
on sensitive information and facilities.*Emergency mobile communications and emergency 
victim location solutions

www.netlinetech.comNetline Communications Technologies
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OCTOPUSは、革新的な物理セキュリティ情報管理システム（PSIM）です。

会社紹介

OCTOPUSは、革新的な物理セキュリティ情報管理システム（PSIM）です。包括的なセキュリティ管理ソフ
トウェアと強力なスマートフォンのアプリケーションを組み合わせ、組織があらゆるセキュリティ、安全性
および業務上の要件を、単一の統合システムから効果的に管理できるようにします。OCTOPUSは、状況
把握と組織の対応を迅速化するため、あらゆる物理セキュリティ、サイバー、安全性システム、センサー
およびデータソースを融合させます。

ソリューション概要

Octopusのソリューションは、緊急時と平常時に於けるセキュリティニーズの連携を管理するために必
要な全てのツールと、包括的なワンストップ・ショップのプラットフォームを提供します。
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、セーフシティへの取組み、港湾
管理機関および大手民間企業に於けて導入されています。

OCTOPUS is an innovative Physical Security Information Management 
system (PSIM),

Company Profile

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 in order to 
streamline the situational awareness and response of the organization. 

Solution at a Glance

Octopus solution provides a holistic one-stop-shop platform with all the necessary 
tools required to manage the organizations security needs, in emergency cases and 
in routine.
The Octopus cloud-enabled platform has been installed in many critical facilities, 
government agencies, safe cities, sea ports and large private enterprises.

www.octopus-app.comOctopus Systems
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軽航空機システム

会社紹介

軽航空機技術のスペシャリストであるRTは、スカイスターTM軽航空機の設計、開発、製造を行う世界ク
ラスの企業です。スカイスターTM軽航空機には、実戦で証明された、コンパクトで容易に運送が可能
な、空気より軽いプラットフォームを基盤とする諜報・監視・偵察（ISR）システムと通信システムが搭載さ
れています。スカイスターTM システムは世界中に配備され稼働しており、5大陸の軍や警備関係をは
じめ、ISR、治安強化、緊急時対応のミッション、周辺警備、国境および沿岸警備、要人警護、安全・安心な
まちづくりに於けて活用されています。

ソリューション概要

スカイスターのシステムはコスト効率が高く操作しやすい、実績ある運用システムです。迅速な配備を
可能とし、世界中のさまざまな軍事および非軍事目的の幅広い稼働条件に合わせた高性能のカスタム
化を実現します。スカイスターのシステムは特許を取得しており、世界中の戦闘地帯における稼働実績
は150万時間を超えます。
スカイスター軽航空機は独自の設計により、最大高度1,500フィートで風速40ノット以上でも安全な飛
行が可能です。

Aerostat Systems

Company Profile

A specialist in aerostat technologies RT is a world class designer, developer and 
manufacturer of SkyStarTM aerostats, a family of combat proven, compact and mobile, 
intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR) and communications systems 
based on lighter than air platforms. SkyStarTM systems are operationally deployed 
worldwide, supporting military and security users in five continents, performing ISR, 
law enforcement and emergency response missions, perimeter security, border and 
coastal security, VIP Protection, Safe City. 

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. Skystar systems are patented and 
have accumulated more than 1.5 Million operational hours in battle zones all around 
the world. 
The unique design of Skystar aerostat allows safe operations in winds exceeding 40 
knots at altitudes of up to 1,500 feet.

www.rt.co.ilRT LTA Systems Ltd.
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防衛と安全保障のための電気光学ソリューション

会社紹介

シラト・オプトロニクスはラファエル・アドバンスド・ディフェンス・システムズ（RAFAEL Defense Systems 
Ltd.）の子会社で、防衛およびHLS（国家防衛）の専有技術を提供する革新的な電子光学機器メーカーで
す。安価で入手しやすい部品を使ったスマートソリューションは、機能性、小型化、低コストのすべてを独
自に実現しています。
シラトはこれまでに、戦術・観測用超小型軽航空機（Micro Tactical Observation Aerostats）、ナイトビ
ジョンゴーグル（Night Vision Goggles）、レーザー追尾装置（Laser Seekers）をはじめとする独自の電
子光学技術を開発してきました。さらに、シラトはレーザーとカメラのスマートインテグレーションでも
優れた技術を有します。

ソリューション概要

シラトの戦術用超小型軽航空機システムは特許を取得した独自の電子光学コンセプトに基づいてお
り、質の高い空中ディスプレイを可能にし、5 kmの距離から人間の標的を認識でき、小型の車両で運搬
することができます。 
ナイトビジョンゴーグルは、独自の低ノイズ高感度CMOSイメージセンサーと、ノイズリダクション・スマ
ートアルゴリズムを基盤としています。両者の組み合わせにより、イメージインテンシファイアベースの
暗視装置と同等の低照度撮影が可能になります。

ELECTRO OPTICAL SOLUTIONS FOR DEFENSE AND SECURITY

Company Profile

SHILAT Optronics Ltd., a subsidiary of RAFAEL Defense Systems Ltd. is an innovative 
electro-optics company that offers several proprietary technologies for defense and 
HLS. Using inexpensive and readily available components, our smart solutions provide 
a unique combination of functionality, small size and low cost.
Shilat has developed a unique set of electro-optical technologies including Micro 
Tactical Observation Aerostats, Night Vision Goggles and Laser Seekers. In addition, 
SHILAT excels in smart integration between lasers and cameras. 

Solution at a Glance

Our Micro Tactical Aerostat system, based on a unique patented electro-optical concept, 
enables high quality aerial imaging and provides human target recognition from a 
distance of 5km, and can be carried by small vehicles
The Night Vision Goggles are based on a proprietary low-noise high-sensitivity CMOS 
image sensor and built-in smart noise reduction algorithms.  This combination provides 
Low Light Level imaging that is comparable to image intensifier based night vision devices.

www.shilatop.comShilat Optronics
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コミュニケーション・インテリジェンス、オープンソース・インテリジェンス（OSINT)及
びサイバーセキュリティ・ソリューション

会社紹介

ベリントシステムズは、セキュリティおよびインテリジェンス・データマイニング・ソフトウェアのグローバ
ルプロバイダーで、政府、重要インフラ事業者、会社組織が取り組む、テロ、犯罪、サイバー攻撃といった
脅威の無力化および防止をサポートしています。

ソリューション概要

セキュリティインテリジェンスの専門家が設計したベリントのウェブインテリジェンスプラットフォーム
は、オープンソースウェブ、ソーシャルネットワーク、ブログ、ニュースサイト、そしてディープウェブやダー
クネットから常時発信されるデータを収集し分析するために不可欠なツールです。　
インターネット上のあらゆる手がかりを活用し、状況分析や実態を明らかにするのはもちろん、容疑者プ
ロフィール、関係集団・サークルの実像の再現化、ターゲットとの実際の接触・証拠収集も遂行できます。

Communication Intelligence, Open Source Intelligence (OSINT) and Cyber 
Security Solutions

Company Profile

Verint Systems Inc. is a global provider of security and intelligence data mining 
software that helps governments, critical infrastructure organizations, and enterprise 
organizations to neutralize and prevent terror, crime and cyber threats. 

Solution at a Glance

Designed by security intelligence experts, Verint’s web intelligence platform is a vital 
tool for the collection and analysis of non-stop data from the open source web, social 
networks, blogs, news sites, and from the deep web and darknets. Covertly uncover, 
analyze, and even interact with the internet’s never-ending trail of clues to build 
suspect profiles, reconstruct social circles, engage targets, and generate evidence.

cis.verint.comVerint Systems
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The 5Th International HLS&CYBER Conference Tel Aviv

BEN-GURION INTERNATIONAL AIRPORT
ISRAEL AIRPORTS AUTHORITY

ISRAEL MINISTRY OF DEFENSE

INTERNATIONAL DEFENSE COOPERATION

第５回国際会議

2018年11月12日～15日
第2ホール  | テルアビブコンベンションセンター

詳細については:

HLS&CYBER | TEL AVIV
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