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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
Inspired by innovation

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
わる公共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。
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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

ISRAEL
Your Destination for HLS
Technology Innovation

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。

The IEICI’s HLS & Aerospace Department represents over 400
exporting companies in the homeland security arena.

経済産業省・外国貿易局は

Israeli HLS companies offer technologically advanced, fieldproven 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.

経済産業省・外国貿易局は、イスラエル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

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.

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。
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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

■

Israel Export Institute

■

T +972 3 514 2876

■
■
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■

Manager, HLS & Aerospace

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

■

Embassy of Israel

■

Minister, Head of Economic & Trade Mission

■

T +972 3 3264 0398

eyall@export.gov.il

■

israeljapaneconomy@israeltrade.gov.il

www.export.gov.il

■

www.israel-kezai.org

■

M +972 52 614 6961

Foreign Trade Administration
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Agent Video Intelligence
映像解析ソリューション業界をリードするAgent Vi
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。

Agent Vi is the leading provider of video analytics
solutions
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 as well as cloud-based SaaS, with capabilities
ranging from real-time video analysis and alerts to video search
and business intelligence.

Mr. Ariel Frischoff ■ VP Sales, EMEA & APAC
M +972 54 683 3445
■ a.frischoff@agentvi.com ■ www.agentvi.com
■
■
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Asine

BriefCam

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

映像データを実用的なインテリジェンスに変換するBriefCam®

Asineは、
産業用ハイグレードOEM製品および組み込みシステムソリュー

解析ソリューションは、録画映像からセキュリティ脅威が存在する箇所

ション向けの高性能な統合組み込みストレージを製造する革新的な大

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

手メーカーで、
自動車、航空宇宙、運輸などの特に要件が厳しい業界に

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

製品を提供しています。1999年に設立され、イスラエルに本社と開発

デックス®・プロ
（Syndex® Pro）は、警察当局、行政機関、大手企業など世

拠点を、米国に子会社を有しています。

界各国の組織で採用されています。

High-End Flash Memory & Embedded computing products
& solutions

BriefCam® transforms video data into actionable
intelligence

Asine is a leading innovative provider of integrated High-End
embedded storage units for high grade industrial OEM as well
as embedded system solutions provided to the most demanding
industries: Automotive, Aerospace, Transportation, etc. Asine
was established in 1999 with headquarters, R&D center in
Israel and US based subsidiary.

By transforming video data into actionable intelligence,
BriefCam®’s video analytics solutions 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 organizations worldwide, from law enforcement agencies
to governments and enterprises.

■

Mr. Noam Pa'il ■ VP Business Development
M +972 54 660 6092
■ noam@asinegroup.com ■ www.asinegroup.com

■

■

■
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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®の映像

Mr. Ken Chan ■ Presales Engineer
M +65 8822 9055
■ ken.chan@briefcam.com ■ www.briefcam.com
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DSIT Solutions Ltd.
水中の状態を探知

Magna

エネルギー産業向けに提供しています。
DSITの製品には、
潜水者探知ソ

「 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

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™

非公開企業として2001年に設立されたMagnaは、
3D画像処理の分野で

（Blackfish™）
シリーズ、
潜水艦探知ソナーのシーシールド™
（SeaShield™

革新的な技術を誇ります。Magnaが特許を有する独自の「インテリジェ

）シリーズ、
ソナーシミュレーターおよび訓練装置、音響信号分析シス

ント映像解析
（Intelligent Video Analytic）
」
により、
国土安全保障
（HLS）

テム、ポータブル音響測距装置、光ファイバーセンシングがあります。

や治安維持の分野で「スマート自動監視システム（Smart Automatic

DSITは、
ソナーおよび音響ソリューションを海軍、国土安全保障当局や

Observation and SurveillanceSystems）」を提供し、セキュリティ分野
で世界をリードしています。

Discover What’s Down There
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, Portable Acoustic Ranges and Fiber Optic
Sensing.

Mr. Idoh Ophir ■ Sales & Marketing Manager
M +972 54 666 6066
■ idoho@dsit.co.il ■ www.dsit.co.il

Security provider for Smart Automatic Observation and
Surveillance Systems
Private owner, founded in 2001 as an innovative threedimensional 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.

Mr. Gideon Rosen ■ Sales & Marketing Manager
M +972 52 732 3543
■ gideon@magnabsp.com ■ www.magnabsp.com

■

■

■

■
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MER Group

Mobilicom Ltd.

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

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

卓越した技術と市場リーダーとしての地位を誇るMER Groupは、
国土安

行機、
業務用ロボット向けに、
モバイル対応の専用通信網の開発や展開

全保障（HLS）、サイバー、インテリジェンス、通信インフラ、戦術通信、

を行っています。
中核技術を活用し、
Mobilicomは国土安全保障、
治安維

救急サービス、防衛などの分野でターンキープロジェクトを提供してい

持、災害救助、
ドローン、
ロボット、海洋エネルギーなどで使用される、
ミ

ます。MER Groupは、顧客の厳しいニーズを満たし通信課題を解決す

ッションクリティカルなアプリケーション向けの製品を提供しています。

Mobilicomは、
ミッションクリティカルなアプリケーション、
業務用無人飛

る、一元的な戦術通信ソリューションを開発しています。

MER Group is a world-leading integrator and innovator
Focusing on excellence and market leadership, MER Group
Offers turnkey projects in the areas of HLS, cyber, intelligence,
communication- infrastructure & tactical, emergency
services, defense and more. We develop integrated tactical
communication solutions that meet our customer’s precise
needs and communications challenges.

■
■
■

Mr. Tal David ■ Marketing Manager, Defense & Technology Division
M +972 52 357 7525 ■ tal_d@mer-group.com
www.mer-group.com
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Remote mobile private communication networks without
the need for infrastructure
Mobilicom develops & delivers mobile private communication
networks for Mission Critical Applications and Commercial
UAVs and robotics. With the core technologies at hand,
Mobilicom caters to mission critical applications including
Offshore Oil, Gas & Energy, Public Safety & Homeland Security,
Disaster Relief and Drones and Robotics.

Mr. Offer Herman ■ VP Sales & Marketing
M +972 54 445 0164
■ offer.herman@mobilicom.com ■ www.mobilicom.com
■
■
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Octopus systems

PerSys Medical

PSIMコマンド＆コントロールシステムのOctopus

ライフセービング・イノベーション

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

PerSys Medicalは、軍事、救急医療、警察、防災拠点、捜索救助、応急手

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

当、病院で活用される医療機器を製造しています。当社製品には、一体

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

型包帯のエマージェンシー・バンデージ（Emergency Bandage）
、素早

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

く安全に脈管系に薬液を注入できる骨内医薬品注入キットのNIO、
ま

能となります。

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。

Octopus Command and Control

Life Saving Innovations

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.

PerSys Medical is a manufacturer of Medical devices for Military,
EMS, Law Enforcement, Disaster Preparedness, Search and
Rescue, pre-hospital and in-hospital use: Emergency BandageAll-in-one bandage, NIO- Intra Osseous device for quick and
safe access to vascular system and Blizzard Hypothermia
treatment in extreme conditions.

■

Mr. Danny Nachamuly ■ Head of International Sales & Marketing
M +972 54 422 4882
■ danny@octopus-app.com ■ www.octopus-app.com

■

■

■
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Mr. Roee Madai ■ CEO
M +972 50 922 0131
■ roee@persysmedical.com ■ www.ps-med.com
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Qognify
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

RT LTA Systems Ltd.

Qognifyは、
組織のリスク低減、
事業継続性の確保、
業務の最適化をサポ

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

ートします。
Qognifyが提供する映像管理、
映像・データ解析、
状況判断型

RT LTA Systems LTDは、スカイスターバルーンシリーズ（Skystar Aerostat

セキュリティ総合管理（Situation Management）のソリューションは、金

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

融機関、
交通機関、
空港、
港湾、
公益事業会社、
地方自治体で活用され、

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

また公共イベントの安全確保に多く役立てられています。

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。

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
Situation Management solutions that are deployed in financial
institutions, transportation agencies, airports, seaports, utility
companies, city centers, and to secure many public events.

Mr. Arthur Veinstein ■ VP Sales Asia Pacific
M +658 286 2852
■ arthur.veinstein@Qognify.com ■ www.Qognify.com

A world - class - designer, developer & manufacturer of
the Skystar Aerostat Family proven for use in intelligence,
surveillance, reconnaissance & 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.
Ms. Taly Kosberg Shmueli
M +972 52 850 8850
■ taly@rt.co.il ■ www.rt.co.il

■

■

■

■
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■

Senior VP for Business Operations
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Tech360 Ltd.

Terrogence (a Verint Company)

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

多くの未知の脅威に対する実用的なインテリジェンス

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

で、実用的なインテリジェンスを提供しています。
ドメイン専門家の手

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

法を活用し、13年以上におよぶ経験を基に磨かれたVerientのウェブイ

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

ンテリジェンス
（WEBINT）
ソリューションと人材の強力な組み合わせの

であり、
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

上に成り立っています。
Terrogenceに所属する40人以上の熟練したアナ

ョンを提供しています。

リストは様々な分野を専門としており、
15ヶ国語以上に対応しています。

Tech360 is a Tailor Made Tracking Solutions and IoT
Company

Actionable Intelligence in a Sea of Unknown Threats

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.

Mr. Michael (Miki) Naim ■ CTO
M +972 52 606 0373
■ mikinaim@naimtech.com ■ www.tech-360.net

Terrogence（Verintグループ）は、
テロ対策や犯罪活動に関連する分野

Terrogence (a Verint Company) offers actionable intelligence
on topics related to counterterrorism and criminal activities
using domain experts methodologies, which relies on a
strong combination of Verint’s WEBINT solutions and human
capabilities that have been perfected over 13 years of activity.
Terrogence’s 40+ expert analysts are specialized in various
fields and offer proficiency in over 15 languages.

Mr. Gilles Perez ■ Director of Sales
M +972 52 807 8391
■ gilles@terrogence.com ■ www.terrogence.com

■

■

■

■
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SAVE THE DATE

第５回国際会議
HLS&CYBER CONFERENCE
2018年11月12日～15日
テルアビブ
詳細については:

israelhlscyber@export.gov.il

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.
© August 2017 The Israel Export & International Cooperation Institute.
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