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概要
イスラエルのGDPに占めるR&D（研究開発）支出の比率は4.25%に達し、世界NO.1の座を占めて
います（2015年）。これはOECD加盟国における平均値の2.37%を大幅に上回ります。

さらに、イスラエルには約300もの多国籍企業 のR&D拠点が置かれています。
なぜイスラエルが世界中の企業から注目を集 めているのか。その理由は一つだけではあり ません。

安定かつダイナミックな経済、世界トップレベル の学術研究、イノベーションを生み出す文化起業家を支
えるエコシステム、…

これら全ての要因が組み合わさり、イスラエル はあらゆる産業分野のR&Dに最適な国となっ て
いるのです。

イスラエルは建国約70年・人口900万人未満の小国です。しかし、イスラエルで発明・開発され
た製品や技術は世界中のあらゆる地域に行き渡り、無数の人々の生活を変えています。

イスラエルではベンチャー企業の活躍が目覚しく、このことがイスラエルにおけるR&D活動を
成功へと導く重要な要因となっています。海外の企業がイスラエルのベンチャー企業を買収し
た場合、そのベンチャー企業は直ちに買収元企業のR&D 拠点として機能しうるからです。

Apple、Facebook、HP等はこの方法でイスラエルにR&D拠点を築いてきました。多くの場合、イス
ラエルのR&amp;D拠点では買収元企業の当初の期待をはるかに上回る成果が上げられています。

The Israeli Economic Mission in Japan, Israeli Ministry of Economy and Industry, is 
pleased to present this booklet of opportunities to collaborate with Israeli compa-
nies as part of the JIIN- Japan Israel Innovation Network inauguration.  We per-
ceive JIIN as a crucial milestone in Japan-Israel’s bilateral economic relationship 
which will be laying a solid foundation to further enhance our collaboration.

Most of the companies listed here have visited Japan during the last two years as 
part of delegations organized by our Mission together with our partners- the 
Israeli Export and International Cooperation Institute and the Israeli Innovation 
Authority. These companies are looking for Japanese partners in forms of strate-
gic alliance/ co-R&D/investment/ sales channels and more.

We wish you will �nd the information presented here meaningful for your next 
business step as we believe that cooperation between Israeli and Japanese com-
panies could create a valuable synergy and will lead to a higher level of Innova-
tion bringing added value to the global markets.

 
             Noa Asher , Head of Israel Economic Mission to Japan

 



The Japan-Israel 
Bilateral R&D Program
 

日本・イスラエル共同R&Dプログラム

2014年7月、経済産業省（METI）とイスラエル経済産業省（MOEI）は、日本とイスラエルの産
業R&D協力支援を目的とした協力枠組みに関する覚書（MOC）を締結しました。日本国経済産
業省とイスラエル国経済産業省との間の協力覚書（Memorandum of Cooperation：MOC）は、産
業R&D協力と、日本とイスラエルの民間企業同士の連携増加推進を目的としています。各省の
実務組織であるイスラエル・イノベーション・オーソリティ（旧：MATIMOP）と、新エネルギ
ー・産業技術総合開発機構（NEDO）の間で締結された覚書と合わせて、本協定は新しい日本・
イスラエルR&D協力プログラムム（正式名称：国際研究開発・実証プロジェクト／コファンド
事業／日本－イスラエル研究開発協力事業）の基盤としての役割を果たします。このプログラ
ムのもと、イスラエルと日本の企業は、共同R&Dプロジェクトへの政府資金援助ならびにR&D
やビジネスの提携先を見つけるための支援を受けることができます。

日本とイスラエルのあらゆる規模の企業に対し、パートナーシップを構築し、プログラムの「
提案公募」期間中、革新的な新技術の開発やグローバル市場における製品化に向けたプロセス
開発を目的とした共同R&Dプロジェクトの資金援助を申請することが可能です（日本側採択企
業に対する助成金は対象プロジェクト総額の1/2（大企業）または2/3（中小・ベンチャー企業
）とされています。

皆さまには、本カタログをご覧いただき、提携の可能性を有する企業を見つけ、コンタクトし
ていただくことをお勧めします。本資料に加え、NEDOおよびイスラエル技術革新機構（前身は
MATIMOPおよび主任研究員部）は、個別のニーズやご要望に基づき、イスラエルと日本、両国
の企業について専任でパートナー検索についても支援します。まずは、プログラムの担当者ま
でご連絡ください。
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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.  

イスラエル・イノベーション・オーソリティー（前チーフ・サイエンティスト・オフィス及びMATIMOP）は、イスラ
エル国の技術革新のリソースを管理する国の中央機関で、経済産業省の技術革新分野における執行機関で
す。当機関の目標は、イスラエル国がすでに世界のハイテク分野で果たしている重要な役割を補完し、技術
革新を奨励・促進するための政府の取組みに、専門的な支援とインフラを提供することです。 

ISRAEL JIIN MEMBERS

イスラエル大使館経済部の基本的な任務は、イスラエルと日本両国間における貿易ならびに各種商取
引の振興と経済協力であるとともに、研究開発における二国間相互協力の推進です。この任務を達成す
るために、イスラエル大使館経済部は日本とイスラエルにおけるさまざまな商工業活動を立ち上げ、組
織化し、これに参加してまいりました。当経済部は日本経済界がイスラエルとの間に効果的な連携関係を
確立するための支援を積極的に行います。これと同時に当経済部は、日本市場について豊富な経験を積
み、理解を深め、日本国内でのネットワークを構築しました。 さらには、部内に多言語チームを擁すること
で、イスラエル企業の日本におけるビジネスチャンスを多角的に支援しております。 またイスラエル大使
館経済部は、イスラエル企業による日本での見本市出展活動をや各種商業目的イベントへの参加を支
援、奨励するとともに、日本の実業家に対して、イスラエル視察団への参加や、現地展示会やその他の商
業イベントへの出展を推奨しています。

イスラエル輸出国際協力機構とは(IEICI) イスラエル企業との事業提携における、第一の窓口です。イスラエル政府

・民間部門両者に設立され、資金を受ける本機関は、技術・製品のスカウト活動、イスラエル企業との合弁事業・戦

略提携に携わること、50年の経験を誇ります。すべての分野に渡り、IEICIを通じて関連事業や政府機関に繋がりを

得ることができます。イスラエルの大手産業についての豊富な知識を基にIEICIではイスラエル企業との連携、交渉

、事業に関する情報提供を行っています。 

イスラエル製造業者協会(The Manufacturers Association of Israel)は、イスラエルの全ての産業セクター(民間

企業、公的機関、キブツ、政府系機関)を代表する団体です。それは、2,000以上の組織とイスラエルの95%以上の製

造を行っている工場からなります。

イスラエル－日本商工会議所(The Israel-Japan Chamber of Commerce)は、日本との商業的結びつきを深め、

両国間のビジネスに関わる人達のプラットフォームを作るために、何年にも渡り、活動してきました。 
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会社概要

Arbe Roboticsは、よりよい自動運転を可能にする技術を生み出すという

共通の使命を持ったレーダーと数学に関する専門家、科学者、熱心な支

持者のチームによって、2015年に創業されました。  創業者でありCEOで

あるKobi Marenkoは、テクノロジ、起業、メディアの世界で大きな影響力

を持ち、 15年以上スタートアップ企業の起業および売却に成功し続けて

います。

当社のレーダーは、かつてない効率性と安全性で車の自動運転を可能

にしたことから、テッククラン     チ・テルアビブで優勝を果たしました。

事業及び製品内容

Arbe Roboticsは、検知モジュール、処理ユニット、特許アルゴリズム

からなる、C-SWAP（コスト

（C）‒サイズ（S）、重量（W）、パワー（P））が画期的に低いレーダーを開発

しました。こう した要素をひとつにし、リアルタイムの障害物回避のため

360度マッピングを使用することで、車の自   動高速運転を可能にしまし

た。

当社は、有望なパートナーおよびお客様に、どんな車にも簡単に組み込

めるハードウェアと、完全な      自動運転と自動制御を可能にする特許取

得のアンチコリジョン自動操縦アルゴリズムを提供します。このレーダー

は幅広い業界で利用可能ですが、当社製品が一番適しているのは商用

自動車産業です。

当社の製品とアルゴリズムで使われているレーダーには、他社で採用さ

れている方法と比べ、以下のような大きなメリットがあります。

誤検知を出さない(0%)

荒れ模様の天候でも、どんなに暗くても作動する射程が長く､正確

コストが低く、幅広い車両への適応度が高い

Arbe Robotics
http://www.arberobot-
ics.com/ Kobi Marenko
kobi.m.@arberobotics.com
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会社概要

Alango    Technologiesは、音声通信とモバイルオーディオのためのフロン

トエンドDSPテクノロジの開発者およびライセンサーとして業界をリード

しています。世界各国のアランゴの顧客の規模は様  々     で、扱う商品の幅

は多岐にわたります。アランゴの技術は、車載インフォテインメント・シス

テム、アフ

ターマーケットのハンズフリー・カーキット、ナビゲーションシステム、携帯

電話、Bluetoothヘッドセット、      音声会議システム、インターコム、補聴器

、セキュリティ、軍事用途などに使われています。

許可・認定・準拠規格

アランゴの音声通信パッケージ（VCP）は、ITU-T P.1100/P.1110、 VDA 1.6、

ERA_GLONASS、 eCall、CarPlayに完全に準拠しています。

事業及び製品内容

シングルおよびマルチ・マイクロフォン・ソフトウェア・テクノロジ：

音声通信パッケージ（VCP） – Bluetoothハンズフリー、CarPlay

音声向上パッケージ（VEP）– 人間から機械への通信の向上（例：Siri） 車内

音声通信（IVC） –車のインターコム

お客様向け：http://www.alango.com/company-customers.php          

パートナー向け：http://www.alango.com/company-partners.php

Alango Technologies
http://alango.com/ 
Robert Schrager
robert.schrager@alango.com
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会社概要
アイサイトは、埋め込み式コンピュータビジョンとディープラーニング・ソリ
ューションのリーディングプロバイダーとして、          検知とジェスチャー認
識のテクノロジを様々な機器や業界にもたらしています。同社のテクノロ
ジは、インテリジェントでパーソナライズされた簡単なユーザー・インタラ
クションによって、家庭、車、その他家庭用電化製品との日々のインタラク
ションを向上させます。
 

eyeSight Technologies
www.eyesight-technologies.com
Tina Silber
tina.silber@eyesight-tech.com

事業及び製品内容
アイサイトの自動車ソリューションは、ディープラーニングおよびその他の
機械学習ツールを用いて、自動車運転  の3つの側面に働きかけます。
Driver Awareness アイサイトの車内環境用検知ソリューションは、ドライ
バーの路上での注意を追跡し、
ドライバーの不注意や眠気のサインを検知します。ドライバーの目と頭の
位置を追跡することで、車載システム     がドライバーに道路から目を離さな
いよう警告することができます。例えば、ドライバーが携帯電話やインフォテ
インメントの画面を見る時間が長すぎる場合、あるいは単に道路を見てい
ない場合、不注意運転が検知されます。このテクノロジはさらに、目が閉じ
ていたり頭が下がっていたりすると眠気を検知し、ドライバーを起こすた         
め警告を発します。ドライバーの頭の位置と上体の姿勢を追跡することで、
エアバッグ展開システムがリアルタイ  ムで調節され、怪我の可能性を最小
限に抑えます。
Infotainment control アイサイトは、メインのインフォテインメント・シス
テムと後部座席のシステムの双方
において、インフォテインメント・システムとの簡単なタッチフリー・インタ
ラクションを提供し、ドライブをより快適にし            ます。ドライバーも乗客
も、画面を触ることも見ることもなく、ごく簡単な手の動きでインフォテイン
メント・システム     を操作でき、これにより認知的負荷を軽減します。
Driver Monitoring アイサイトのドライバー監視ソリューションでは、ドラ
イバーの存在を検知し、座席やミ
ラー、エアコンなどの車内環境を、そのドライバーの好みに合わせて調整しま
す。アイサイトのテクノロジは、この         情報をコネテクテッドカー・アナリティクス
とIOT使用のために用いることで、ドライバーの年齢や性別を検知できます。
アイサイトだけの唯一無二の特徴
ジェスチャーコントロールとドライバーの検知を同時に提供できる車内検知
システムのワンストップショップです。         コンピュータ・ビジョン・テクノロジ
は、もともと出先で使用する携帯電話用に開発されたため、CPUとメモリー
消         費に関しシステムのリソースを節約するように作られています。
RGB+IR、IRのみ、あるいはTOF方式を使用したソリューションを提供している
ため、さまざまなセンサーと互換      性があります。
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企業概要

2013年に設立され、イスラエルのテルアビブに本社を置き、ミシガン、シリ

コンバレー、シュトゥットガルトおよび東京に事務所を構えています。大量

のビッグデータ・穴理ティクスを必要とする機密扱いの国     家規模のサイ

バー・セキュリティIDSおよび知的システム、重要インフラや通信会社のた

めの国のセ      キュリティオペレーションセンター（スプリント、ベル・カナダ

、その他世界各国のセキュリティ機関）など      があります。

 製品・サービス

デトロイトで開催されたテレマティクス・アップデート会議において、TUオ

ートモーティブから「ベスト・サイ バー・セキュリティ・ソリューション賞」の

候補に2年連続（2015年、2016年）で選ばれました。さらに、名誉ある「レッ

ド・ヘリング100」賞の最終選考に残り、ABIリサーチによって世界で「今後

テクノロ ジー市場にディスラプションを起こす技術革新新興企業」の一社

とみなされました。『ワイヤード』誌に  は2016年のヨーロッパで最もホット

な新興企業の一社と評され、さらにテッククランチの「2016年ベス       ト・

サイバー・セキュリティ新興企業賞」の最終選考にも残りました。

ダイムラー、プラグアンドプレイ、シュトゥットガルト大学、アリーナ2036の

共同プロジェクトであるスタート   アップ・アウトバーンの参加企業に選ば

れ、オートモビリティLAとLAオートショーによって、世界の自動車関連新興

企業トップ3の1社に選出されました。

カーハッキングからの多層防御を提供します。アルグスの包括的で実績あ

るソリューションパッケージは、コネクテッドカーや商用車をサイバー攻撃

から守ります。自動車のベストプラクティスを深く理解した上で、部品メー

カーにテイラーメードのコンサルティングサービスを基に革新的なセキュ

リティ手法と実績のあるコンピュータネットワークのノウハウを提供します

。コンセプト段階から製造、運用、サービス、         廃棄に至るまでお客様と

連携し、ネットワーク エレメントやその他のシステム  コンポーネントにお

ける既存および潜在的な弱点を見つけ出し、今後の規制への準備を整え

るお手伝いをします。

自動車メーカーの上級幹部（特にゼネラルモーターズとダイムラー）を採

用することで、自動車産業の何十年分もの経験がアルグスにもたらされて

います。こうしたノウハウによって、アルグスのソリューショ     ンは自動車業

界の特殊なニーズと要件に沿ったものとなっています。

Argus Cyber Security
www.argus-sec.com
Jesse Sultanik
jesse@argus-sec.com
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会社概要

Jungoは2006年以降自動運転市場に力を注いでおり、現在は自動車イ

ンフォテインメント用の旧世代製品を複数の自動車メーカーに向け年

間最大500万個出荷しています。

2016年、Jungoは車内検知ソフトウェア・ソリューションCoDriverを発表

し、現在は今後の製造プログラムへのCoDriver導入に向け、ティア1およ

びOEMメーカーと作業を進めています。

 許可・認定・準拠規格

CES 2017年イノベーション賞受賞

 事業及び製品内容

CoDriver SDK 1.0は、現在お客様もパートナーも入手可能です。お客様

はSDKを使用して、CoDriverで自らのDMS （ドライバー監視システム）を

テストし、構築し、プロトタイプを作成することができ、さらには顧客向け

にデモンストレーションすることも可能です。

Jungoは世界で DMS  RFQに参加しており、車内コンピュータビジョンお

よび検知システムに重点を置くことで自動車メーカーと協力していきた

いと考えています。

CoDriverは、車内環境用に最適化された最新かつ最高水準のコンピュ

ータビジョン・アルゴリズムとディープラーニング技術を用いています。

Jungoは他社のソリューションと比べ、コストの大幅削減に力    を注ぐと

同時に、システムの正確性と信頼性の維持・向上にも力を注いでいます

。アナリストによる

と、現在のDMS採用の主なハードルはシステムコストであり、Jungoはこ

れを劇的に削減しようとして       います。

 取引先：ビステオン、LGエレクトロニクス、現代モービス、パナソニック、

コンチネンタル、Desay

SV、ガーミン、クラリオン、JVCケンウッド、三菱電機、フォルシア

Jungo Connectivity Ltd.
www.jungo.com Yuval 
Ben-Zeev yuvalb@jungo.com
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eyeSight Technologies
www.eyesight-technologies.com
Tina Silber
tina.silber@eyesight-tech.com

会社概要

2013年に経験豊かな4人の技術系および販売系の起業家が設立した

IonTerraは、イスラエルの テクノロジ・インキュベーター「Explore」の一環と

して、イスラエルのチーフサイエンティストオフィス

（OCS）と著名投資家から資金の提供を受けています。

Ronen  Korman  CEO  ハイファの イスラエル工科大学  で電気工学の学士

号と修士号を取得。イスラエルのハイテク業界で20年以上管理職を歴任し

てきました。Thorsten Buchmeier 営業・ビジネス開発担当副社長 スタート

アップ企業の発展や、世界

各地でグローバル販売チームを率いるなど、20年以上のキャリアを持つビ

ジネス開発兼営業の上級 取締役。

Dr. Yoram Elichai アルゴリズム開発担当副社長 業界で幅広い経験を持

つコンピュータビ

ジョンの専門家（Vimatix、XTR3D、MyChic）。

Ehud Spiegel テクノロジ担当副社長 イノベーション分野で25年を超える

管理職経験あり。様々な企業（Catch Media、AutoMedia、Mobixell 

Networks、Zlango、Mobilliance） でモバイル＆ウェブ・ソリューション担当

副社長を務めてきました。

 許可・認定・準拠規格

バルセロナのモバイル・ワールド・コングレス2016で4YFN賞の最終選考に

残りました。ドイツテレコ  ム、シスコ、インテルによる名誉あるチャレンジアッ

プ! IoT アクセラレータに参加。2015年のヨーロッ

 パ衛星ナビゲーションコンテスト(ESNC) にドイツのバイエルン地方代表で

出場し、地区優勝。

 事業及び製品内容

IonTerraは、車載カメラやコンピュータ、コネクティビティを利用して、市街

地走行中に車載カメラが      視覚的に捉えた車周辺の状況（路上駐車スペ

ースの空き状況、道路の状況、危険物など）をリアルタイムで検知し､マッピ

ングすることで、OEMメーカーがドライバーおよび顧客によりよい製品を提

供し、なおかつ新たな収益チャネルを取得することを可能にします。

IonTerra
www.ionterra.com Ronen 
Korman ronen@ionterra.com
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会社概要

Valensは、HDBaseT™テクノロジーにおける世界的なリーディングカン

パニーであり、非圧縮超高 解像度マルチメディア・コンテンツの配信を

目的とした半導体製品のトッププロバイダーです。HDBaseTにより単一

ケーブル上で長距離にわたるデバイス接続が可能になり、高度なデジタ

ルメ   ディア配信の国際標準となっています。

ファブレス半導体企業、2006年に設立

広範囲にわたる知的所有権のポートフォリオ：30を超える特許を取得 現

在IEEEによって採用されるHDBaseT標準を開発および普及推進

HDBaseTアライアンスのファウンダー

設立メンバー：Valens、LG、サムスン、Sony Entertainment

現時点の状況：Crestron、Christie、パナソニック、パイオニア、日立、NEC

、ULさらに多数を含む145を超えるメンバー！

HDBaseT：単一ケーブル上での超高解像度マルチメディア・コンテンツ

伝送を目的とした標準

ボードメンバー： ヴァレンス、LG、サムスン、ソニーエンターテインメント、

ゼネラルモーターズ

現在のメンバー： GM、ダイムラー、デルファイ、サムスン、LG、パナソニッ

ク、ハーマン、メルコ、パイオ

ニア、レオニ、TE、NXPなど170社を超えます。

 事業及び製品内容

EMC、ケーブルの経年劣化、温度変化などに対応する適応メカニズム。

ケーブルの接地は不要

シングルリンク上で様々なストリーム（AV、USB、イーサネット、コントロー

ル）を同時にサポートし、様々な車載アプリに対応する単一テクノロジ

ダイムラー社よりCar SOP2020賞を授与

Valens Semiconductor
www.valens.com Ilan Shaari
ilan.shaari@valens.com
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IKaramba Security
https://karambasecurity.com/ 
Mrs. Adili Shimoni
adili.shimoni@karambasecurit

会社概要

2015年に創業し、数十億ドルの市場評価の企業の起業および経営実績を

持つ経営陣が率いる カランバ・セキュリティは、ビル・フォードのベンチャー

キャピタルファンド「フォンティナリス・パートナーズ」か ら資金を得ています。

ステルスモード開発後、公表からわずか3四半期で、当社はティア1サプラ

イヤおよびOEMメーカーと       提携し、8件の概念実証を行い、IVI、テレマ

ティクス、ライドシェアリング、ゲートウェイ、V2Xといったシ        ステムをハ

ードニングしてきました。

 許可・認定・準拠規格

『フォーブス』誌が選ぶ2016年イスラエル のトップ10セキュリティ・スター

トアップ企業に選ばれました。

 事業及び製品内容

カランバ・セキュリティのソフトウェアCarwallは、電子制御ユニット （ECU） 

の出荷時設定に基づき、セキュリティ保護レイヤーとポリシーを自動的に

作成し、あらゆる車のECU（Linux、QNX、

AutoSARなど）をハードニングします。実行時には、Carwallの埋め込み式

ソフトウェアがサイバー攻撃を出荷時設定からの逸脱として検知します。そ

して被害が及ぶ前に攻撃をブロックし、誤検知することはありません。

Carwall  は開発者の介入を一切必要とせず、ECUのハードウェアやソフト

ウェアへの変更も不要です。 カランバの自動セキュリティは、ECUのハッカ

ーからの自衛を可能にします。

セキュリティポリシーは出荷時設定に基づいているため、カランバの

Carwallには他の車内セキュリティ      ソリューションと比べ、以下のような

メリットがあります。

    信頼できる攻撃防止

    誤検知ゼロ

    ポリシー作成は自動 ‒ 開発者の介入は不要

     パフォーマンスはごくわずか ‒ ECUのソフトウェアやハードウェアへの  

変更はなし
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世界最大級のネットワークサイバーセキュリティベンダーのCheck 
Point Software Technologies Ltd（.  www.checkpoint.com）は
、業界一のソリューションを提供し、サイバー攻撃から顧客を防御
しています。マルウェアを始め、あらゆる種類の脅威に対し、比類な
き検知率を誇ります。Check  Pointは、最も包括的で直観性に優
れたセキュリティ管理のほか、ネットワークからモバイルデバイス
まで、完全なセキュリティアーキテクチャで企業を防御します。
Check
Pointは現在、大小10万社以上の組織を防御しています。

ガートナーで『クールなベンダー』の名誉に輝いたCyberXは、世界で

最も広く活用されている産業サイバーセキュリティプラットフォームで

す。アメリカ合衆国国土安全保障省、および国防総省主催の

SINET16イノベーター賞に唯一選定された、産業サイバーセキュ

リティベンダーです。CyberXは、リアルタイムモニタリングとディープネ

ットワークフォレンジックを、継続的で非侵襲性のリスクアセス

メントと組み合わせたプラットフォームで、独自開発のICS脅威インテ 

リジェンスと特許申請中のM2M動作アナリティクスを駆使します。

脅威インテリジェンスの研究チームはIICとICS-ISACの所属会員でも

あり、ゼロデイエクスプロイトの検出において、アメリカ合衆国国土安

全保障省や大手産業企業に継続的にに貢献しています。詳しくは、

CyberX-Labs.com/Knowledge-BaseでCyberXのICSセキ      ュリティ

知識ベースをご参照ください。

Ms. Sachiko Ishiguro
Marketing Manager
www.checkpoint.com
sishiguro@checkpoint.com

Mr. Adam Wolman 
VP Sales EMEA & APAC
adam@cyberx-labs.com  
www.cyberx-labs.com
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Kramerは今まで35年間、AV指向イノベーションの最先端を歩ん できまし

た。6つの大陸をまたがり、数百名の社員やパートナーが、数千社の顧客

をサポートする中、スマートテクノロジー製品とソリューションを、多様な

市場やアプリケーションに提供し続けることに専念しています。

KramerとHighSecLabsの共同作業により、音声、動画、キーボード、そして

マウス用に、安全性の高いルーティングと、レンジエクステンダーソリュー

ションを提供しています。

Kramer&HSLソリューションは直観性と費用効果に優れ、緊急時 対策業

務、交通制御、防衛、銀行業務向けのモジュール設計となっています。すべ

てのソリューションが、コモンクライテリアNIAP規格に認定されており、最

新のプロテクションプロファイルV3.0に準拠しています。

Mr. Ofer Ben-David 
Manager, Japan & China
oferb@kramerav.com | ww-
w.kramerav.com

Mr. Omri Green  
Director of Sales
M +972 50 773 6158
omri.g@claroty.com 
 www.claroty.com
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Clarotyは、世界を張り巡らされている産業制御ネットワークで、安全

性と信頼性を確保することを目指しています。同社のプラットフォー

ムは、顧客が、複雑化したネットワーク構造の制御システムを、中核

資産の運用レジリエンスやセキュリティを損なうことなく、効率的に

利用できることを可能にします。Clarotyプラットフォームは、ICSや

SCADA、その他の制御システムデバイス、プロトコル、そしてネット

ワークなど、非常に広範囲に渡り、優れた可視性を提供します。非

侵襲的なモニタリング方法を使用しているため、OTネットワークを

安全に吟味・分析することができます。システムではリアルタイムモ

ニタリングのほか、異常検出を行い、高性能のモデルと高度なアルゴ

リズムを使って、サイバーセキュリティやプロセス整合性で問題が発

生した場合、顧客に通知します。イスラエル国防軍の精鋭サイバー部

門からえり抜きを揃えた、業界リーダーのOTサイバーセキュリティ研

究チーム、Claroty Researchを原動力とするプラットフォームです。



Mr. Jacob Shaham 
Account Executive
jacob@coro.net | ww-
w.coro.net

Mr. Neri Zin 
Vice President, Asia Paci�c
Neri.zin@cyberbit.net | ww-
w.cyberbit.net

KCoronet  R2はクラウドベースの、Wi-Fi、および携帯電話ネットワーク用

コネクティビティ管理プラットフォームで、いかなるデバイスにも  適用で

きるほか、以下の機能も備えています。- ユーザーがどのネットワークを好

んで利用するか、リスクを伴ういかなる行動を取るかな  ど、優れた可視

性を提供-   物理的位置に限らず、プレミス周辺にあるネットワーク、ユー

ザー、またはデバイスのリスクレベルに関し、イン    テリジェンスを提供- 

リスクベースでポリシーを定義し、プレミス、あるいはリモートでユーザー

に接続を許可するネットワーク、またはデ  バイスを管理する機能を提供。

Coronetは、ユーザーによるプレミスまたはクラウドにあるリソースへの

接続の管理が困難となった企業   を支援し、潜在的なリスクを除去し、企

業が完全に管理できる手段を 取り戻します。同社は、フロスト＆サリバン

が実施した、2016年度グロ  ーバルテクノロジーイノベーション賞の受賞

者です。

Cyberbitは、イスラエルの大手サイバーセキュリティ会社です。機密厳守

や公共部門の企業を、世界各地で複雑な攻撃から防御し、セキ  ュリティ

運用を向上する製品を開発しています。

同社の製品群では以下を提供しています。

1.エンドポイント検出とレスポンス

2.トレーニングとシミュレーションプラットフォーム

3.SOCの自動化とオーケストレーション

4.産業コントロールネットワークセキュリティ
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SenseCyはイスラエルを拠点とする企業で、アクショナブルなサイバー脅

威インテリジェンス（CTI）ソリューションの業界リーダーです。数十件のヒ

ューミントバーチャルエンティティの背後には、精鋭軍事諜  報部で育ん

だ長年の経験を持ち、14カ国語に堪能なアナリストチー   ムがあり、ユニ

ークなメソドロジーを運用しています。

自動化されたコレクションテクノロジーを基盤に、顧客のニーズと目  的

に完全に適合させた、CTIサービスを提供しています。オープンソー ス、

閉鎖的で秘密主義のソーシャルメディアグループ、パスワードで保 護さ

れたダークウェブフォーラム、モバイルアプリケーションなども含 め、ウェ

ブ全体で利用価値の高い情報の収集活動を行っています。

またプレミアムCTI製品群には、リスクアセスメントやテキント完全解析、

専門家のアドバイスなど、その他多くの機能も含まれます。

Votiroは、サイバー攻撃に利用される、潜在的な脆弱性やゼロデイエ   

クスプロイトに対し不可欠な防御を提供し、組織を保護します。同社  

開発のSecure  Gatewaysは、強靭なプロセスとコンテンツ無力化・再

構築の特許テクノロジーで、受信ファイルのサニタイズを実施し、  サイ

バー脅威を除去します。2010年に創立され、イスラエルに本社を  構え

、合衆国とシンガポールに営業部を置きます。Votiroの特許ソリューシ

ョンの顧客には、銀行や金融機関、政府機関、電力・ユーティ    リティ産

業、通信事業者、医療機関、小売業者、大手企業があり、ITイ  ンフラ施

設と機密データの防御に信頼を置いています。

Mr. Gilles Perez 
Director of Business 
Development
gilles@sensecy.com 
www.sensecy.com

Mr. Idan Yatziv 
Marketing Manager
marketing@votiro.com 
www.votiro.com

事業及び製品内容
アイサイトの自動車ソリューションは、ディープラーニングおよびその他の
機械学習ツールを用いて、自動車運転  の3つの側面に働きかけます。
Driver Awareness アイサイトの車内環境用検知ソリューションは、ドライ
バーの路上での注意を追跡し、
ドライバーの不注意や眠気のサインを検知します。ドライバーの目と頭の
位置を追跡することで、車載システム     がドライバーに道路から目を離さな
いよう警告することができます。例えば、ドライバーが携帯電話やインフォテ
インメントの画面を見る時間が長すぎる場合、あるいは単に道路を見てい
ない場合、不注意運転が検知されます。このテクノロジはさらに、目が閉じ
ていたり頭が下がっていたりすると眠気を検知し、ドライバーを起こすた         
め警告を発します。ドライバーの頭の位置と上体の姿勢を追跡することで、
エアバッグ展開システムがリアルタイ  ムで調節され、怪我の可能性を最小
限に抑えます。
Infotainment control アイサイトは、メインのインフォテインメント・シス
テムと後部座席のシステムの双方
において、インフォテインメント・システムとの簡単なタッチフリー・インタ
ラクションを提供し、ドライブをより快適にし            ます。ドライバーも乗客
も、画面を触ることも見ることもなく、ごく簡単な手の動きでインフォテイン
メント・システム     を操作でき、これにより認知的負荷を軽減します。
Driver Monitoring アイサイトのドライバー監視ソリューションでは、ドラ
イバーの存在を検知し、座席やミ
ラー、エアコンなどの車内環境を、そのドライバーの好みに合わせて調整しま
す。アイサイトのテクノロジは、この         情報をコネテクテッドカー・アナリティクス
とIOT使用のために用いることで、ドライバーの年齢や性別を検知できます。
アイサイトだけの唯一無二の特徴
ジェスチャーコントロールとドライバーの検知を同時に提供できる車内検知
システムのワンストップショップです。         コンピュータ・ビジョン・テクノロジ
は、もともと出先で使用する携帯電話用に開発されたため、CPUとメモリー
消         費に関しシステムのリソースを節約するように作られています。
RGB+IR、IRのみ、あるいはTOF方式を使用したソリューションを提供している
ため、さまざまなセンサーと互換      性があります。
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Waterfall Security Solutionsは、産業サイバーセキュリティテクノロ

ジーのグローバルリーダーです。革新的な一方向性セキュリティゲ  ート

ウェイテクノロジーに基づく同社の製品は、ファイヤーウォールに 取って

代わる画期的なものです。着実に増大する顧客層には、国家イ ンフラ基

盤、発電所、原子力発電所、陸上・海洋プラント、製油所、製造施設、ユー

ティリティ企業など、多数あります。北米、ヨーロッパ、中近東、そしてアジ

アに渡り運用され、業界トップの産業リモートモニタリングプラットフォー

ム、アプリケーション、データベース、プロト   コルなど、Waterfallの製品

群のサポート対象範囲は市場最大の規模です。その他の詳細について

はwww.waterfall-security.comをご参照ください。

CyberArkは、社内特権を悪用して企業の重要資産を攻撃し  よう
とするサイバー脅威を最先端の技術を駆使して、プロアクティ   ブ
に阻止する唯一のセキュリティ企業です。CyberArkは、標的    型
セキュリティソリューションという新しい分野で市場をリードしてき   
ました。攻撃がエスカレートして業務に取り返しのつかないダメー
ジを与える前に特権アカウントをロックダウンすることで、サイバー
脅威から保護します。CyberArkは、Fortune 100の40以上の企業
を含め、世界中のグローバル企業から信頼されています。各社の
最重要資産、インフラストラクチャ、アプリケーションを保護しなが
ら、さまざまな法規制および監査要件を厳格に順守します。

Mr. Carlos Koichi Iwasaki 
Sales Director
koichi@waterfall-security.com 
www.waterfall-security.com

Koichi Iwasaki
Representative director Japan
Koichi.iwasaki@cyberark.com
www.cyberark.com
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ベリント（Verint®（Nasdaq: VRNT））は、カスタマーエンゲージメン
トの最適化、セキュリティ・インテリジェンス、不正、リス ク、コンプラ
イアンスに焦点を絞ったアクショナブル・インテリジェンス
®ソリューションのグローバル・リーダーです。現在、世界180ヵ国の
1万以上の組織（フォーチュン100企業の80%以上を含む） が、より
多くの情報を求め、効果的且つタイムリーな意思決定を    行なうた
めに、ベリントのソリューションからの情報を利用していま    す。私
たちがアクショナブル・インテリジェンス®でどのようによりス マート
な世界を作り出しているか、こちらのサイト
w ww.verint.comでご覧下さい。

イスラエル・エアロスペース・ インダストリーズ（以下、「IAI」）は、高
性能防衛・航空宇宙システムの世界をリードする開発と製造   を手
がける企業です。IAIは、最先端の通信傍受システム

（SIGINT）、電子戦（EW）システム、通信アプリ及びコマンド＆コント
ロール・システムの設計の開発・生産において、60年以上の豊かな
経験があります。

Avi Sagi
Director Sales
avi.sagi@verint.com
www.verint.com/cyber

Ori Bar Chaim
Director General,
Regional Branch Custodio Pte.Ltd
Ori.barchaim@custodio.com.sg
www.iai.co.il
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Israeli National Cyber Bureau（INCB、イスラエル国家サイバーセ
キュリティ局）、イスラエル首相府、及びイスラエル経済省は日本に
イスラエルのサイバーセキュリティの技術を紹介す   るため、Israel 
Cyber  Companies  Consortium  （IC3、イスラエルサイバーセキュ
リティコンソーシアム)を設立しました。
IC3は国営企業であるIsrael Aerospace Industries

（IAI）を筆頭に、イスラエルのリーディングサイバーセキュリティ企業
であり、既にグローバルに活躍しているCheck Point、
Verint、ECI、及び最先端技術を開発しているBynet、
Clearsky、CyberXのベンチャー企業の計7社によって構成さ れてい
ます。
IC3の目的は日本において、包括的なサイバーセキュリティ・ソリュ
ーションを紹介すること及び、東京2020オリンピック・パラリン
ピック競技大会に向けた支援活動を行うことです。

Ori Bar Chaim
Director of IC3
Ori-barchaim@custodio.com.sg
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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。

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。

CommuniTake Technologies
www.intactphone.com

ISDS
www.isds.co.il
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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。

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。

CommuniTake Technologies
www.intactphone.com

Kela targeted Cyber 
Intelligente
www.ke-la.com

ISDS
www.isds.co.il

Magal-Senstar
www.magal-s3.com
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Kela targeted Cyber 
Intelligente
www.ke-la.com

Magal-Senstar
www.magal-s3.com

Mifram
www.miframsecurity.com

Reporty
www.reporty.com

ケイ・イー・エル・エーミフラム

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

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。。

38
777

ケエージェントVI
エージェント・ビデオ・インテリジェンス（Agent Video Intel l i -
gence、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。

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。

Mifram
www.miframsecurity.com

AGENT
www.agentvi.com

Reporty
www.reporty.com

BriefCam
www.briefcam.com
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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。

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。。

AGENT
www.agentvi.com

DSIT
dsit.co.il

Magna Bsp
www.magnabsp.com

BriefCam
www.briefcam.com
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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

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

Octopus
www.octopus-app.com

Qognify
www.Qognify.com
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Octopus
www.octopus-app.com

Qognify
www.Qognify.com

RT LTAシステムズ・リミテッド
T 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

RT LTA Systems
www.rt.co.il

TERROGENCE
www.terrogence.com

多くの未知の脅威に対する実用的なインテリジェンス
Terrogence（Verintグループ）は、テロ対策や犯罪活動に関
連する分野で、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
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
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
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RT LTA Systems
www.rt.co.il

TERROGENCE
www.terrogence.com

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、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
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
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
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
拠点を、米国に子会社を有しています。

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、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 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 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 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 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。

ライフセービング・イノベーション

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

手 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 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。

Mr. Noam Pa'il 
VP Business Development
noam@asinegroup.com  
 www.asinegroup.com

Mr. O�er Herman 
VP Sales & Marketing
o�er.herman@mobilicom.com
www.mobilicom.com

Mr. Roee Madai 
CEO
roee@persysmedical.com 
www.ps-med.com
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Mr. Noam Pa'il 
VP Business Development
noam@asinegroup.com  
 www.asinegroup.com

Mr. Michael (Miki) Naim 
CTO
mikinaim@naimtech.com 
www.tech-360.net

Mr. O�er Herman 
VP Sales & Marketing
o�er.herman@mobilicom.com
www.mobilicom.com

Mr. Roee Madai 
CEO
roee@persysmedical.com 
www.ps-med.com

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 ョンを提
供しています。
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Mr. Michael (Miki) Naim 
CTO
mikinaim@naimtech.com 
www.tech-360.net
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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。

技術セクター：装着型機器、個人セキュリティ

成長段階：クラウドファンディングの過程で17万ドルの収益を上げ、現在、

量産準備中

インターネットHP：www.AllBe1.com

会社概要：AllBe1は装着式一体型個人セキュリティ保護用機器で、様々

な高価な装置の機能を小型装置に一体化し、多数の特徴を備えています

。AllBe1は複数のセンサーを内蔵しており、例えば非常用ボタン、人体（坊

犯）感知器、動作検出（自動車、自転車など）、温度計、紫外線モニター、児

童またはペット追跡機能をはじめ、他にも多数の特徴に対応しています。

AllBe1はスマートフォンとの通信機能により、AllBe1のマルチ機能の個別

監視や、複数のAllBe1を同時監視することができます。

製品の独自性：AllBe1は小型の装着式マルチセンサー・カプセルで、内

蔵機能を10個まで、スマートフォン経由で簡単かつ柔軟に選ぶことがで

きます。基礎技術はBLE（Bluetooth低エネルギー）ですが、長距離の追跡

や通信にも対応します。充電式リチウムポリマー電池により、3～6週間使

用し続けることができます。外付けの「Everywhere」というドングルが

AllBe1の警報を、居場所を問わずスマートフォンにメール送信します。

関心のあるパートナーシップ：当社はOEM流通業者への販売および電子

カタログプラットフォーム経由での販売を希望しています。AllBe1は広範

囲に及ぶ使用者に適しています。

OEM：企業はAllBe1を顧客へのプレゼントとして提供してはいかがでしょ

う。例えば保険会社、幼児の母親向けの機器の販売業者、自動車、自転車

、ペット、ペットフードの販売業者、あるいは十代の子供の親御さんまたは

高齢者にサービスを提供する企業が挙げられます。流通業者：家庭用電

化製品流通業者、携帯機器販売店、セキュリティ機器業者における「無料

」贈呈品としての採用など。

電子カタログ：家庭用電化製品およびその他の器具を自社ウェブサイト

経由で販売する大手企業

Zvi Rozenfeld
営業担当
Zvi@allbe1.com
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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。

技CartaSense  

技術セクター：物流、低温流通モニタリング

成長段階：収益増大

売上：2016年－100万米ドル

インターネットHP：www.cartasense.com

会社概要：

決定支援を含む実時間モニタリング向け末端間（E2E）ソリューション、な

らびに固有の特許取得技術に基づく一括受発注ソリューション（ソフトウ

エアとしてのハードウエア）を含むCCM（低温流通モニタリング）向けE2E

ソリューション。システムが収集するリアルタイムデータと、バックエンドで

の決定支援機能により、当社のお客様は無駄を激減させ、さらなる節約を

通常業務に採り入れることができます。

製品の独自性：

E2Eソリューション、低コストのセンサー、センサー間での先進的通信網、

独自のMESHを基本とし、433 MHz ISM帯域を活用するクラウド、ビジネ

ス・インテリジェンス、そして決定支援機能は、物流市場独特のバックエン

ド支援をサポートします。

関心のあるパートナーシップ：

農業技術産業向けに当社技術を活用していただくOEMとしての、マーケ

ティングおよび販売支援双方での戦略的パートナー。

課題には目が届きません。

関心のあるパートナーシップ：

�大手IoTベンダー／システム統合業者とのOEM又はマーケット協定

�運用者およびサービス提供者との、当社のセキュリティ／視認性ソリュ

ーションをそれら業者のスマートホーム／スマートシティ／スマートグリ

ッド等のネットワーク内で展開するためのパートナーシップの創出

�IoTデバイス（例：ゲートウェイ）メーカーとの協力による、それらメーカ

ーの提案の一環としてのPerytonsの能力の提供

キーワード：

IoT、スマートホーム、ホームオートメーション、スマートビルディング、スマ

ートシティ、スマートエネルギー、ZigBee、Bluetoothスマート、Thread、

LoRa、サイバーセキュリティ、IoTセキュリティ、モニタリング、ネットワーク

視認性、プロトコルアナライザー

Zvi Rozenfeld
営業担当
Zvi@allbe1.com

David Weisman
CEO兼共同創設者
david@cartasense.com
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HeraMed
技術セクター：ヘルスケア、モバイルヘルス（mHealth）、ウェアラブルデバイス
成長段階：シード段階
インターネットHP：www.hera-med.com  
会社概要：
世界初の、自宅で使用できる臨床グレードのスマートフォン向け妊娠モニ
タリングソリューション。7件の特許を出願し、臨床試験では90%の満足度を達成しました。CE承認を2016年9月に得られ
る見通しで、その後すぐにイスラエルとEUでの販売を予定しています。
製品の独自性：
HeraMed製COMPASS™は、様々な特許出願中技術を活用して、病院と同等水準の胎児の心拍数測定を自宅で行うこと
ができます。この製品には動作検出センサーおよび光学センサー、可変型超音波強度探索および誘導型探索の機能が組
み込まれ、これらがすべて、モバイルアプリケーションと連動し、クラウドにデータを保存し、ケア担当者と共有することが
できます。
関心のあるパートナーシップ：
流通、投資、共同R&D
キーワード：
妊娠、モニタリング、モバイルヘルス、自宅、ヘルスケア

技術セクター：遠隔通信、サイバーセキュリティ

成長段階：収益増大

インターネットHP：www.perytons.com

会社概要：

Perytonsは、「最先端」のモノのインターネット（IoT）通信網向けの視認性、サイバーセキュリティ、モニタリングおよび分析

関連ソリューションを提供するリーディングカンパニーです。Perytonsのソリューションは、IoT関連のベンダー、サービス提

供者および運営者向けの開発前／開発後ツールで構成され、ネットワーク末端の視認性を提供し、相互運用性および保守

関連の問題を検出し、ネットワークへの無許可侵入またはネットワーク末端での悪意のある攻撃について警報を発するほか

、従来のIPセキュリティソリューションを使用する環境では検出不可能な異常を特定します。

Perytonsは最先端のIoT規格およびプロトコル、例えば802.15.4 ZigBee、Bluetoothスマート（Bluetooth低エネルギー）、

Thread、6LoWPAN、RF4CE、PLC-PRIME、G3-PLCなどに対応し、またホームオートメーション／スマートホーム、スマートビ

ルディング、スマートエネルギー、スマートシティ、ウェアラブルコンピューティングなど、様々な無線センサーネットワークや有

線ネットワークおよびアプリケーションを取り扱っています。グなど、様々な無線センサーネットワークや有線ネットワークおよ

びアプリケーションを取り扱っています。

David Weisman
CEO兼共同創設者
david@cartasense.com

Levi Shapiro
マーケティング担当副社長
levi@hera-med.com

Yaron So�er
CEO
yaron@perytons.com
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マーケティング担当副社長
levi@hera-med.com

Yaron So�er
CEO
yaron@perytons.com

製品の独自性：
PerytonsのEye-O-Tは、IoT通信網の末端にまで視認性とセキュリティを提供する唯一のソリューションで、数百ものIoTデバ
イスおよびセンサーをIoTゲートウェイに接続することができます。従来のモニタリング／セキュリティソリューションはクラウド
ベースの保護を提供するものであり、視認性とセキュリティが有効になるのはゲートウェイの部分までに限られ、またネットワ
ークの末端で発生するセキュリティ侵害、保守上の問題および運用上の課題には目が届きません。
関心のあるパートナーシップ：
�大手IoTベンダー／システム統合業者とのOEM又はマーケット協定
�運用者およびサービス提供者との、当社のセキュリティ／視認性ソリューションをそれら業者のスマートホーム／スマート
シティ／スマートグリッド等のネットワーク内で展開するためのパートナーシップの創出
�IoTデバイス（例：ゲートウェイ）メーカーとの協力による、それらメーカーの提案の一環としてのPerytonsの能力の提供
キーワード：
IoT、スマートホーム、ホームオートメーション、スマートビルディング、スマートシティ、スマートエネルギー、ZigBee、
Bluetoothスマート、Thread、LoRa、サイバーセキュリティ、IoTセキュリティ、モニタリング、ネットワーク視認性、プロトコルア
ナライザー

技術セクター：グリーンIT、エネルギー効率、PC電力管理

成長段階：R&D／収益増大

インターネットHP：www.powerplugltd.com 

売上：2015年：42万ドル、2016年：75万ドル（推定）

会社概要：

PowerPlugの使命は、企業／団体におけるプラグ負荷（壁コンセントからの電力）消費量のモニタリング、管理および低減に

貢献し、結果的にエネルギーコストや炭素排出を低減し、よりクリーンな環境を提供することです。PowerPlugの製品は、IT機

器、レガシー機器およびスマート機器（IoT）をスマートグリッドと接続することにより、エネルギー効率を高め、送電網の認識

を可能にすることが狙いです。

PowerPlugは現在、企業／団体にPC電力消費量のモニタリング、制御および低減を可能にするPC電力管理ソフトウェアソリ

ューションを提供し、これはPCネットワークのエネルギーコストの最大60%節約に繋がり、エンドユーザーの生産性に影響を

与えたり、IT保守活動の妨げになることもありません。

PowerPlugはクラウド／企業向けソフトウェア開発や顧客サービスの経験豊富な業界のベテランが集まったチームが率い

ています。当社の顧客の例として医療センター、金融機関、IT企業、大学および政府機関が挙げられ、PCネットワークは少な

い例で100台程度から、大規模な例では40,000万台のPCにまで及びます。

2015年、PowerPlugは欧州委員会から110万ユーロのHorizon 2020という助成金を授与され、これは当社の多重機器クラ

ウド管理プラットフォーム開発に充てられました。

Eyal Yechieli
Founder & CEO
eyaly@powerplugltd.com
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製品の独自性：

当社の主力製品であるPowerPlug Proは、企業／団体におけるPC電力消費量の最大60%低減に貢献し、エ

ンドユーザーの生産性またはIT保守作業の妨げになることもありません。PowerPlug Proは複雑なネットワー

ク環境でのPC起動に関して米国特許商標庁から特許を取得しており、これによりIT技術者やエンドユーザー

はどのようなネットワーク構造でも、またあらゆる節電モードから、ネットワークセキュリティを損ねることなく

PCを起動することができます。

関心のあるパートナーシップ：

-投資（500万ドル）

-PowerPlug Proを日本の企業／団体に販売するためのパートナーおよびソリューション提供者

-技術パートナー：スマートプラグ／スマート機器メーカー

キーワード： 

グリーンIT、エネルギー管理、カーボンフットプリント削減、電力管理、PC電力管理、IT管理、エネルギー効率

PowerTags

技術セクター：産業用IOT、位置追跡、在庫管理、ヘルスケアIT

成長段階：初期収益段階

インターネットHP：www.power-tags.com

会社概要：

PowerTagsは、新たなカテゴリーのRFID、すなわち世界で最も低コストかつ送受信範囲の広い追跡タグの提供により

、位置追跡システム／ソリューション産業を再構築して数十億ドル規模の産業へと成長させることです。

製品の独自性：

競合技術が、高価な長距離アクティブRFIDまたは短距離パッシブRFIDのいずれかである場合、PowerTagsはそれらよ

り優れ、信頼性があり、送受信範囲が広く、1桁低コストのソリューションを提供します。

大幅なコスト削減は市場セグメントの現状を打破し、また多数の装置や送受信範囲の広い位置追跡機能を必要とする

患者追跡や遠隔在庫管理など、新たなセグメントとアプリケーションを生み出します。

関心のあるパートナーシップ：

投資家およびベンチャーキャピタル

流通パートナーの特定

潜在的クライアントの特定

キーワード：ウェアラブルデバイス、RFID、位置追跡

Eyal Yechieli
Founder & CEO
eyaly@powerplugltd.com

Yaniv Reibenbach
CEO
Yaniv@power-tags.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。。
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技術セクター：IOT、HLS、セーフティ、リスク管理、市民参画、通信、協調、緊急時対応
成長段階：初期収益段階
売上：世界中の25有余の国々で活動し、毎日数千名もの現役ユーザーに対応しています。
インターネットHP：www.proacts.com 
会社概要：
Proactsはインテリジェンス専門家およびソフトウェア開発者から成るグループにより、国土安全保障部門にお
ける公共安全の近代化を目的に創設されました。当社は最新技術と社会トレンドの活用により、安全でスマー
トな都市のための包括的な360度のセキュリティソリューションを提供すると共に、皆様が自分の暮らすコミュ
ニティまたは都市の保護に積極的に参加いただくことを促進しています。
Proactsはモノのインターネット（IoT）の活用により、コミュニティ、企業および政府向けのセキュリティソリュー
ションを提供します。既に普及しているレガシーシステムを最新のモバイル技術やソーシャル技術と統合する
ことにより、Proactsは身の回りの物理的センサーやインターネット接続を活用して、360度にわたる状況把握
を可能にします。このシステムは、様々なデータソース、すなわち携帯機器やドロップインウィジェットとの統合
を同時に行うと共に、どのような送信、オープンソースおよびスマートセンサーとも協調可能であることにより、
十分な柔軟性を備えています。
製品の独自性：
当社はセンサーとしての人間、あるいは地上の使用者を活用して周囲の状況をリアルタイムで観察することに
より、障害となる混乱要因に気を配ります。それが当社のソリューションに期待される特徴的性質です。当社は
日常生活において既に動いている技術的挙動を活用して疑わしい人物や車両などの関連する写真、動画、音
声メッセージをアプリケーションに送信し、その後、それらを当社の指揮／管理システムによって再検討します
。センサーとしての人間とエンジンが技術を活かしてリアルタイムに通信を行い、そして情報が往来する形で、
問題点箇所の疑問点について質問または回答を行います。当社は問題が発生する前にそれを食い止めるこ
とに焦点を当てるだけでなく、発生してしまった場合にそれに対処する適任者を採用する最良の手段も持ち
合わせています。当社はソーシャルメディアのパターンを観察し、あらゆるリソースを自由に活用して安全なパ
ッケージを完成させます。Proactsのソリューションおよびプラットフォームは、交通、安全、セキュリティ、協調
など多様な用途に使用することができ、また多様な手段においても機能する適応性があります。
関心のあるパートナーシップ：
当社は、セーフティソリューション、大手国際企業向けリスク管理および大規模イベントソリューションに関心
のあるクライアント／投資家との出会いを希望すると共に、次回オリンピックに関与する技術統合業者にも会
いたいと存じます。
キーワード：センサーとしての人間、安全、モバイル、通信、IoT、犯罪、自然災害、期待、SaaS、協調、ソーシャル
メディア、写真、動画、音声、緊急時対応

Guy Ronen
Senior Vice President
guy@proacts.com
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技術セクター：モノのインターネット（IoT）、HVAC IoT

成長段階：初期収益段階

インターネットHP：www.sensibo.com、www.inside.sensibo.com

会社概要：

Sensiboは、接続される機器を管理および開発するための先進的ITプラットフォームを使用して、白物家電やエア

コンをインターネットへ接続するソリューションを提供します。Sensibo Insideソリューションには、白物家電向け

の、機器を接続型スマート家電へとグレードアップする組み込みモジュールが含まれます。これはメーカー、OEM

および流通業者が接続型スマート家電を各社の提供商品に追加する際に役立ててもらう目的で開発され、R&D

費用が発生せず、統合の労力も不要で、商品化所要期間も必要ありません。

またSensibo Insideは、完全統合型白物家電および分析プラットフォームで構成され、メーカーやエンドユーザ

ーに同様の最新情報を提供します。この情報を利用して、メーカーは各社の市場についてさらに詳しく知ることが

でき、顧客との接続性を絶えず維持することにより、顧客のニーズに合わせて製品を改良することができます。

Insideモジュール、Sensibo Insightsダッシュボード、そしてスマートフォンアプリケーションを使用すれば、利便性

、製品開発および長期的な顧客サービス計画に向けた可能性が大いに開けてきます。これらの技術的便益をす

べて、R&Dの実践に余分な時間と労力を費やすことなく、活用していただきたく存じます。Sensibo Insideは既存

の多数の白物家電、特にエアコンとの互換性が非常に高いです。InsideモジュールとオープンAPIプラットフォー

ムの取り付けが容易であることから、プラットフォーム全体をどのような白物家電システムにも簡単に組み込むこ

とができます。

製品の独自性：

商品化所要期間　－　数秒で測定：Sensibo Insideのアドオンモジュールは固有の特許出願中技術で、どのような

エアコンでも数秒で、接続型スマート家電に変身させます。取付作業は簡単で、製造現場、流通センターあるいは消

費者の設置場所で行うことができます。

R&D費用不要：Sensiboは完全な末端間ソリューションですので、R&D要員を雇用または研修の必要はありません。

スマートフォンアプリケーション　－　内蔵：SensiboのAndroid／iOS用アプリケーションは、機種を問わず容易に

インストールできます。当社のクリーンで楽しいユーザーインターフェースは、多数の方々から称賛されています。

分析　－　強力なデータインサイト：Sensiboの先進的分析エンジンは機器、センサー、ユーザーアクションおよ

び第三者ソースからのデータを絶えず捕捉し、実用的な見識を提供します。Sensiboは顧客側で発生する数百万

ものデータポイントを、有意義でアクセスしやすい視覚的レポートへと転換します。

Guy Ronen
Senior Vice President
guy@proacts.com Joel Horovitz

営業担当副社長
joel@sensibo.com
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技術セクター：エネルギー、環境、石油／ガス、電力、風力エネルギー

成長段階：初期収益段階

売上：約50万ドル

インターネットHP：www.sensoleak.com 

会社概要：

SensoLeakは、機械部品における進行性の故障の予後および診断のための

システムを開発してきました。診断システムは、診断対象機械部品に取り付け

られたセンサーからのデータを処理する、統計アルゴリズムが基本です。この

アルゴリズムは、センサーからのデータを受信する都度、「システム健全性等

級」（HG）を計算し、システムの正常性を判断し、必要であれば警報を出力し

ます。これらの警報は、顧客の要件に応じた任意の形式で機器運用者に伝達

されます。

製品の独自性：世界初の、100%の正確性と誤作動ほぼゼロを誇る、警報／

誤作動感知システムです。オンラインで動作し、進行性の故障について、運用

者に多額の費用負担が生じ、生態系に深刻なダメージを引き起こす重大問

題へと発展してしまう前に警報を発することにより、甚大な被害を防止します

。

関心のあるパートナーシップ：

Sensoleakは、日本におけるエネルギーや電力の問題への対処に関心を寄

せています。当社のソリューションは、日本における電力配管、発電所、原子

炉、風力タービン、ガスタービン、石油／水／ガスパイプラインおよびその他

、多額の維持費を要し、またエコロジー面でも危険有害な回転型機器に適し

ています。当社は日本のエネルギー企業、パイプライン運用者、地方自治体

Joel Horovitz
営業担当副社長
joel@sensibo.com

Shoshi Kaganovsky
CEO
Shoshi@sensoleak.com
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Shoshi Kaganovsky
CEO
Shoshi@sensoleak.com
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Technology Sector:  Biotechnology

Technology Subsector: Regenerative Medicine; Skin Regeneration  

Company Stage:  Private 

(R&D Clinical; Phase II/III)

Company Description: 

Arava　Bio Tech（2014年設立）は、皮膚再生、創傷ケア、および皮膚病変の治療の分野での後期薬剤開発会社です。Aravaは、

2014年半ばに買収した旧Heal－OR株式会社が有した薬剤開発の為の技術を活用します。

11年以上のR＆Dおよび$46M投資の結果であるこれらの資産には、スプリット層創傷、慢性創傷、ニキビ、老化防止、および眼

科学の分野で20以上発行された特許が含まれます。主要な知的財産は、肉芽組織と皮膚細胞の再生のためのインスリンおよ

びペプチドの新規な組み合わせに於けるIPとノウハウであります。

当社の強みとして、皮膚を再生する薬剤（AR/101）としての可能性を示す、動物を用いた数多くのIn vitro（実験室）及びIn vivo

試験を実施。強固な証明済みの安全性プロファイルとして、ヒトにおける試験が含まれ ます。（患者200名以上）。全身曝露‐免

疫原性試験及び薬物動態学試験に於ける妥当性も確認済みです。

Partnership Interests: 

Arava Bio Tech はパートナー（共同開発を含む）を探しています。。

Technology Sector:  Biotechnology

Technology Subsector: Regenerative Medicine

Company Stage:  Public

(Traded on NASAQ & Tel Aviv Exchange) 

Company Description: 

NurOwn®は、神経変性疾患の治療のためにBrainstorm Cell Therapeutics が開発した、独自の幹細胞由来の技術です。この技

術は、ニューロン変性を遅らせ、傷害または損傷の部位の近くの炎症を減少させることができる成長因子を与えます。私たちは

NurOwn®がALS治療に役立つ可能性を信じています。骨髄由来の間葉系幹細胞を単離、拡張し、ALS患者のダメージを受けた

細胞の近くに細胞育成を促進する成長因子の分泌を促す特別な状態下で、育成します。NurOwn®細胞はマウス実験において、

機能と生存の両方を拡大しました。この技術はすでに三回の臨床試験を行い、その安全性と有効性が確認されました。

Partnership Interests: 

Brainstorm Cell Therapeutics は提携先（共同開発含む）パートナーを求めております。

Adi Dagan 
CEO
adi@arava-bio.com

Uri Yablonka 
COO
uri@brainstorm-cell.com
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Adi Dagan 
CEO
adi@arava-bio.com

Dr. Hillit Shachar
Vice President, 
Business Development
hillits@pluristem.com

Uri Yablonka 
COO
uri@brainstorm-cell.com

Pluristem Therapeutics
Technology Sector:  Biotechnology
Technology Subsector: Regenerative Medicine
Company Stage:  Public
(Traded on NASAQ & Tel Aviv Exchange) 
Website:  www.pluristem.com

Company Description: 
プルリステム社は、ヒト胎盤由来の細胞治療に特化した再生医療の会社です。
本社は、イスラエル, ハイファ。従業員165人。　GMP 工場において、3D Expansion 技術で生産されるPLX 細胞（
PLacental EXpanded Cell）は、欧州、米国で臨床開発が進められおります。重症虚血肢（CLI）、間歇性跛行(IC), 肺
動脈性高血圧症 (PAH), 筋肉損傷等で、Phase I , II を実施中です。
日本では、最初の細胞治療整品、PLX-PADの重症虚血肢(CLI) への応用で、PMDAより、CMC, 臨床プロトコールの
承認を得、CTNの申請準備中です。条件付き早期承認への道筋が見えてまいりました。
第2の細胞治療整品、LX-R18 では、福島県立医大との共同研究で、放射線急性被ばく者の治療効果を検討中です。
Partnership Interests: 
Pluristem社は、提携先（共同研究含む）パートナーを求めております。
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Dr. Hillit Shachar
Vice President, 
Business Development
hillits@pluristem.com

CNOGA Medical Ltd. は、革新的な非侵襲性医療用モニタリング装置の開発および販売を行っています。独自のアルゴリズムに
より画像センサデータを分析し、その結果14のバイオパラメ  ータ分析が提供されます。Cnoga装置はポータブルサイズで、簡単
に使用可能です。患者が装置に指を差し込むだけで自動的に測定が開始され、1分で14の血液パラメータが得られます。結 果
は安全なサーバに転送した上で、確認や整理をすることが可能です。
当社は最近、中国メーカーのBOEから5千万ドルの資金提供を受けました。当社はイスラエルのオルアキバに本社を置き、中国
の常州市とブラジルのサンパウロにも拠点があります。
非侵襲性装置TensorTip:
MTX（14種のバイオパラメータ）
以下のような血行動態検査および血液化学検査を非侵襲的に行います。ヘモグロビン値、ヘマトクリット値、RBC、血圧（カフ不
要！）、脈拍数、飽和度、心拍出量、MAP、SV、PO2、PCO2、波 形（心拍数、脈拍数、血圧）
VSM（バイタルサインモニタ）
小型の非侵襲性モニタリング装置で、カフを使用せずに、連続血圧および脈拍数、SpO2を測定できます。
CoG非侵襲性血糖値測定器
糖尿病用の非侵襲性血糖値測定器で、針は不要です。CoGによって、糖尿病患者は、自ら検査を行うことにより、血糖値を測定す
るための正確な非侵襲性ソリューションが得られます。
認証ステータス:
ヨーロッパ: すべてのパラメータについてCEマーク認証を取得中国: すべてのパラメータについてCFDA認証を取得
イスラエル:  すべてのパラメータについてAMAR認証を取得
アメリカ: 血圧および脈拍数の2つのパラメータについてFDA認証を取得ブラジル: すべてのパラメータについてANVISA認証を
取得
カナダ: MTXおよびVSMの販売についてMOH（保健省）の認可を取得
カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器
サブカテゴリ: モニタリング、診断、遠隔治療
治療領域: 糖尿病、内分泌学、心血管疾患、救急医療、健康全般、肺疾患、プライマリーケア、呼吸器、女性医療
企業ステータス: 販売数増加中。日本では承認待ち
ニッチ市場: eヘルス、慢性疾患患者、在宅ケア、一般開業医、遠隔地医療、緊急治療室、労働衛生医学

アロン・カペル
(Alon Kapel） 
営業部長
携帯: +972-54-430-4031
alon@cnoga.com 
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技術セクター：グリーンIT、エネルギー効率、PC電力管理

成長段階：R&D／収益増大

インターネットHP：www.powerplugltd.com 

売上：2015年：42万ドル、2016年：75万ドル（推定）

会社概要：

PowerPlugの使命は、企業／団体におけるプラグ負荷（壁コンセントからの電力）消費量のモニタリング、管理および低減に

貢献し、結果的にエネルギーコストや炭素排出を低減し、よりクリーンな環境を提供することです。PowerPlugの製品は、IT機

器、レガシー機器およびスマート機器（IoT）をスマートグリッドと接続することにより、エネルギー効率を高め、送電網の認識

を可能にすることが狙いです。

PowerPlugは現在、企業／団体にPC電力消費量のモニタリング、制御および低減を可能にするPC電力管理ソフトウェアソリ

ューションを提供し、これはPCネットワークのエネルギーコストの最大60%節約に繋がり、エンドユーザーの生産性に影響を

与えたり、IT保守活動の妨げになることもありません。

PowerPlugはクラウド／企業向けソフトウェア開発や顧客サービスの経験豊富な業界のベテランが集まったチームが率い

ています。当社の顧客の例として医療センター、金融機関、IT企業、大学および政府機関が挙げられ、PCネットワークは少な

い例で100台程度から、大規模な例では40,000万台のPCにまで及びます。

2015年、PowerPlugは欧州委員会から110万ユーロのHorizon 2020という助成金を授与され、これは当社の多重機器クラ

ウド管理プラットフォーム開発に充てられました。

アロン・カペル
(Alon Kapel） 
営業部長
携帯: +972-54-430-4031
alon@cnoga.com 

Hip Hope Technologies（HHT）はHip Hope™を開発しました。Hip Hope™とは、骨密度低下（骨粗しょう症）や、転倒防止につ

ながる体のバランスの喪失に悩んでいる高齢者の臀部骨折の原因となる、転倒による衝撃を軽減することを目的とした高機能

ウェアラブル臀部保護装置です。

Hip Hopeのベルト型空気注入式装置には、慣性を利用した独自の近接センサをベースとした、これまでの常識を打ち破るよう

な当社専有の転倒検知技術が組み込まれています。今にも地面に衝突しそうだと検知すると、システムによって即座に2つの大

型エアバッグが展開され、臀部を包み込み、転倒による衝撃を大幅に軽減します。この装置では、独自の非破裂性膨張機構を

採用しています。転倒アラート通知は、スマートフォンのアプリケーションによって自動的に介護者に送信されます。

Hip-Hope™によって、転倒による衝撃のピーク値が%90軽減されます。日々の生活において付   加価値のある機能も複数備え

ており、その中には、ユーザー活動の遠隔操作や位置監視、装置のステータス管理およびユーザーが操作可能な内蔵型緊急

アラートボタンなどがあります。Hip    Hope™は、市場に初めて登場した（そして現在でも唯一の）能動型臀部保護装置です。最

初の製品ユニットは、イスラエルで発売、展開されています。

追加の製品ユニットは現在、カナダとスイスでの販売を進めているところです。

Hip-Hope™については、現在EU、カナダおよび日本で特許を出願中です。転倒検知法について は、米国ですでに特許を取得し

ています。PCT出願が追加でされました。

Hip    Hope™はFDAに登録されており、CE、Health-CanadaおよびAMAR認証を取得していま す 。                                                                                                                                                                                  

HHTはISO 13485認証を取得しています

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器

サブカテゴリ: 医療機器、モニタリング装置治療領域:  整形外科、リハビリテーション企業ステータス: 初期収益期

ニッチ市場: 高齢者ケア、在宅ケア

アマトシア . ラーナン
(Amatsia Raanan)
CEO, 創業者
携帯: +972-54-459-1509
amatsiar@hip-hope.com 
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PowerTags

技術セクター：産業用IOT、位置追跡、在庫管理、ヘルスケアIT

成長段階：初期収益段階

インターネットHP：www.power-tags.com

会社概要：

PowerTagsは、新たなカテゴリーのRFID、すなわち世界で最も低コストかつ送受信範囲の広い追跡タグの提供により

、位置追跡システム／ソリューション産業を再構築して数十億ドル規模の産業へと成長させることです。

製品の独自性：

競合技術が、高価な長距離アクティブRFIDまたは短距離パッシブRFIDのいずれかである場合、PowerTagsはそれらよ

り優れ、信頼性があり、送受信範囲が広く、1桁低コストのソリューションを提供します。

大幅なコスト削減は市場セグメントの現状を打破し、また多数の装置や送受信範囲の広い位置追跡機能を必要とする

患者追跡や遠隔在庫管理など、新たなセグメントとアプリケーションを生み出します。

関心のあるパートナーシップ：

投資家およびベンチャーキャピタル

流通パートナーの特定

潜在的クライアントの特定

キーワード：ウェアラブルデバイス、RFID、位置追跡

Hip Hope Technologies（HHT）はHip Hope™を開発しました。Hip Hope™とは、骨密度低下（骨粗しょう症）や、転倒防止につ

ながる体のバランスの喪失に悩んでいる高齢者の臀部骨折の原因となる、転倒による衝撃を軽減することを目的とした高機能

ウェアラブル臀部保護装置です。

Hip Hopeのベルト型空気注入式装置には、慣性を利用した独自の近接センサをベースとした、これまでの常識を打ち破るよう

な当社専有の転倒検知技術が組み込まれています。今にも地面に衝突しそうだと検知すると、システムによって即座に2つの大

型エアバッグが展開され、臀部を包み込み、転倒による衝撃を大幅に軽減します。この装置では、独自の非破裂性膨張機構を

採用しています。転倒アラート通知は、スマートフォンのアプリケーションによって自動的に介護者に送信されます。

Hip-Hope™によって、転倒による衝撃のピーク値が%90軽減されます。日々の生活において付   加価値のある機能も複数備え

ており、その中には、ユーザー活動の遠隔操作や位置監視、装置のステータス管理およびユーザーが操作可能な内蔵型緊急

アラートボタンなどがあります。Hip    Hope™は、市場に初めて登場した（そして現在でも唯一の）能動型臀部保護装置です。最

初の製品ユニットは、イスラエルで発売、展開されています。

追加の製品ユニットは現在、カナダとスイスでの販売を進めているところです。

Hip-Hope™については、現在EU、カナダおよび日本で特許を出願中です。転倒検知法について は、米国ですでに特許を取得し

ています。PCT出願が追加でされました。

Hip    Hope™はFDAに登録されており、CE、Health-CanadaおよびAMAR認証を取得していま す 。                                                                                                                                                                                  

HHTはISO 13485認証を取得しています

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器

サブカテゴリ: 医療機器、モニタリング装置治療領域:  整形外科、リハビリテーション企業ステータス: 初期収益期

ニッチ市場: 高齢者ケア、在宅ケア

INSIGHTECは、神経領域、がん領域、および女性医療域の症状に適用

となる、有効性が実証された非侵襲性治療法を提供するExablateプ

ラットフォームを開発、販売しています。Exablate プラットフォームで

は、磁気共鳴画像法（MRI）により誘導された高周波集束超音波を組

み合わせた、画期的なMRgFUS技術を使用しています。

作用の仕組みは?                                                                                                          

MRI誘導された独自の組み合わせによる集束超音波により、組織への

標的を正確に定めるだけでなく、治療効果を直接リアルタイムで熱モ

ニタリングすることが可能になります。

INSIGHTECが持つ神経外科用のソリューションであるExablate 

Neuroは、本態性振戦の患者に対する適用でFDA承認を取得した、初

めての集束超音波機器です。

Exablate Neuroは、個人用の非侵襲性画像誘導視床切除術で、頭蓋

骨に穿頭せず、放射線や切開、あるいは移植を必要としません。振戦

を生じさせる原因であると考えられている脳の中の小さな部位、視床

中間腹側核の中心へ、集束超音波によって正確に標的を定め、焼却

します。MRIによって、高解像度での視覚化、患者特有の治療計画の

策定、および治療の継続的モニタリングが可能です。結果として、患者

に起こる振戦の症状を、迅速かつ大幅に軽減することができます。

Exablate    Neuro装置および視床切除術に関連して発生する可能性

のあるリスクで最も一般的なものは、長期にわたる一時的なしびれや

うずきです。

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器

サブカテゴリ: 治療学、最小侵襲システム

治療領域: 神経外科、腫瘍学、女性医療および泌尿器科企業ステータ

ス: 初期収益期

ニッチ市場: 高齢者ケア

アマトシア . ラーナン
(Amatsia Raanan)
CEO, 創業者
携帯: +972-54-459-1509
amatsiar@hip-hope.com 

ヤイール・バウアー
日本・韓国担当マネージャー携 帯 : 
+81-90-6138-1692
yairb@insightec.com 
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ユヴァル・ザク
(Yuval Zuk)
CEO, 創業者
携帯: +972-54-436-1672
yuval@levmed.net 

LevMedは、簡単に健康を維持するという目標を掲げ、心臓モニタリング

および診断を行うソリューションの開発、製造、ならびに販売に力を注い

でいます。

現在、当社の主力製品群には、再利用可能な12ジャンクションECGベル

トなどがあり、診療所  や長期ケア、在宅ケア、病院、救急センター、遠隔地

、スポーツセンター、従業員健康アセスメント機関、航空会社から軍隊な

ど、幅広い臨床現場において安静時の心電図評価を行う際に、簡単で素

早い評価が可能な費用対効果の高いソリューションを提供しています。

従来使用されているECG使い捨て電極や吸引電極とは異なり、当社の

ECG電極ベルトでは消耗品や電極用ジェル、剃毛が不要です。ベルトを

使用することで心電図評価にかかる時間やコストが削減されるため、専

門家だけでなく一般の人でも評価が可能になり、さらに患者満足度も向

上させることができます。

当社のECG電極ベルトは、あらゆる心電図装置と互換性があり、様々な

市場や臨床現場で広く使用されています。

当社は先日、モバイル型12誘導心電図システムを販売開始しました。本

製品はBluetoothを通   じてアンドロイド／iOS／パソコン機器と接続可

能な心電図トランスミッタとECGベルトから構成されます。本製品があれ

ば、いつでも、世界のどこにいても、誰もが病院と同等の遠隔治療および

在宅ケア診断を行うことができ、簡単に健康を保つ（Keeping Health 

Simple™）ことが可能になります。

技術および製品:

LevMedのECG電極ベルトはシンプルなソリューションで、心電図装置を

利用するあらゆる臨   床環境において、専門家だけでなく誰もが心電図

評価を実施できます。ECG電極ベルトは、再 利用可能な超柔軟性シリコ

ン製エプロンに、あらかじめ配線された再利用可能な独自の電極がつけ

られており、電極から伸びるワイヤーがシリコン製エプロンを通って引っ

張られることで、心電図装置へ接続できる仕組みです。ワイヤーを含むエ

プロン全体に柔軟性があり、男女問わず、様々な体形に沿ってフィットし

ます。

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器

サブカテゴリ: 遠隔治療、医療機器

治療領域: 心血管系、健康全般、救急医療企業ステータス: 初期収益期

ニッチ市場: 高齢者ケア、スポーツ医学、在宅ケア
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技術セクター：モノのインターネット（IoT）、HVAC IoT

成長段階：初期収益段階

インターネットHP：www.sensibo.com、www.inside.sensibo.com

会社概要：

Sensiboは、接続される機器を管理および開発するための先進的ITプラットフォームを使用して、白物家電やエア

コンをインターネットへ接続するソリューションを提供します。Sensibo Insideソリューションには、白物家電向け

の、機器を接続型スマート家電へとグレードアップする組み込みモジュールが含まれます。これはメーカー、OEM

および流通業者が接続型スマート家電を各社の提供商品に追加する際に役立ててもらう目的で開発され、R&D

費用が発生せず、統合の労力も不要で、商品化所要期間も必要ありません。

またSensibo Insideは、完全統合型白物家電および分析プラットフォームで構成され、メーカーやエンドユーザ

ーに同様の最新情報を提供します。この情報を利用して、メーカーは各社の市場についてさらに詳しく知ることが

でき、顧客との接続性を絶えず維持することにより、顧客のニーズに合わせて製品を改良することができます。

Insideモジュール、Sensibo Insightsダッシュボード、そしてスマートフォンアプリケーションを使用すれば、利便性

、製品開発および長期的な顧客サービス計画に向けた可能性が大いに開けてきます。これらの技術的便益をす

べて、R&Dの実践に余分な時間と労力を費やすことなく、活用していただきたく存じます。Sensibo Insideは既存

の多数の白物家電、特にエアコンとの互換性が非常に高いです。InsideモジュールとオープンAPIプラットフォー

ムの取り付けが容易であることから、プラットフォーム全体をどのような白物家電システムにも簡単に組み込むこ

とができます。

製品の独自性：

商品化所要期間　－　数秒で測定：Sensibo Insideのアドオンモジュールは固有の特許出願中技術で、どのような

エアコンでも数秒で、接続型スマート家電に変身させます。取付作業は簡単で、製造現場、流通センターあるいは消

費者の設置場所で行うことができます。

R&D費用不要：Sensiboは完全な末端間ソリューションですので、R&D要員を雇用または研修の必要はありません。

スマートフォンアプリケーション　－　内蔵：SensiboのAndroid／iOS用アプリケーションは、機種を問わず容易に

インストールできます。当社のクリーンで楽しいユーザーインターフェースは、多数の方々から称賛されています。

分析　－　強力なデータインサイト：Sensiboの先進的分析エンジンは機器、センサー、ユーザーアクションおよ

び第三者ソースからのデータを絶えず捕捉し、実用的な見識を提供します。Sensiboは顧客側で発生する数百万

ものデータポイントを、有意義でアクセスしやすい視覚的レポートへと転換します。

ユヴァル・ザク
(Yuval Zuk)
CEO, 創業者
携帯: +972-54-436-1672
yuval@levmed.net 

アブネル・ヤーヨン
(Avner Yayon) 教 授
CEO, 創業者
携帯: +972-54-420-7586
yayon@procore-bio.com

ProCore Ltd.

Procore BioMedは2008年に設立されました。骨および軟骨の修復

を中心に、革新的で費用効果の高い組織再生のソリューションを開

発する再生医療企業です。

当社の最初の製品RegenoGelは変形性膝関節症（OA）の治療に適

用されるものであ

り、2016年の2月にイスラエルで承認され販売が開始されました。当

社の技術プラットフォー  ムには、組織の微環境を模倣した新型のナ

ノマテリアルや、特許取得の成長因子、および革新的な幹細胞技術

などがあります。

変形性関節症は、関節を消耗させる、最もよく見られる疾患ですが、

人口の高齢化が進む中で圧倒的に多くなっています。疼痛の軽減や、

モビリゼーションとクオリティ・オブ・ライフ（QoL）の 改善に有効な安

全かつ効果的な治療法へのニーズは、未だ存在しています。

RegenoGelおよびRegenoGel-OSPは、それぞれ、高分子量ヒアルロ

ン酸（HA）をフィブリノゲンまたは自家血漿と結合させたものです。こ

れらの製品は優れた弾性と再生効果を示し、長期にわたる関節の保

護と再生をサポートする微環境としては最適です。

市場に流通している既存の関節内補充薬と異なりRegenoGelと

RegenoGel-OSPは粘稠液となるだけでなく、膝関節に注入されると

堅いヒドロゲルとなり、関節内で長く保持されることで機能が改善さ

れます。膝関節にかかる局所的な力を消散させる衝撃吸収材として

作用するだけでなく、軟骨細胞（軟骨産生細胞）の成長および成熟の

ための導電剤としても作用し、損傷した関節部の回復やリハビリテー

ションが可能になります。RegenoGelとRegenoGel-OSPによって、疼

痛が大幅に軽減される再生微環境がもたらされ、クオリティ・オブ・ラ

イフの全体的な改善につながります。

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器

サブカテゴリ: 低侵襲システム

治療領域: 健康全般、炎症、整形外科、リハビリテーション、女性医療

企業ステータス: 臨床試験段階、初期収益期

ニッチ市場: 高齢者ケア、スポーツ医学
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アブネル・ヤーヨン
(Avner Yayon) 教 授
CEO, 創業者
携帯: +972-54-420-7586
yayon@procore-bio.com

イシェイ・アタール
(Ishay Attar)
会長
携帯: +972-54-812-2044
ishay@outsense.co.il

OutSense

OutSenseは、病気の早期発見および健康モニタリングツール用のIOT

センサを開発していま   す。現在はトイレに流されている価値ある情報

によって、健康を増進し、命を救うことができるのです！

毎日の生活において、バイオ排泄物という形で、私たちの健康状態を

伝えるレポートが生成されています。この情報を革新的な画像技術に

よって利用し、胃腸の健康状態を改善することができます。OutSenseセ

ンサによって、健康に関する重要なパラメータがモニタリングされ、そ

の結果 は携帯機器のアプリケーションに送信されます。そのパラメー

タのひとつが潜血であり、結腸癌のスクリーニングにおいて確立され、

広く使用されているツールです。SA-Mセンサによって、手遅れになる前

に患者と医師に対してアラートが出され、結果として、正確性に欠け十

分に活用されていない現在の検体検査に代用されることになります。

SA-Mはハンズフリー型の自動排泄物継続モニタリングセンサであり、

排泄物中の血液の跡を特定することができます。年に1度しか使用され

ていない既存の科学的診断キットでは、精度が悪いうえに基準への適

合性も低いですが、SA-Mでは、1年に何百回もの測定を行うことがで 

きます。異常所見は全て、デジタルヘルスプラットフォームを通じ、担当

の介護者に直接転送されます。

このプラットフォームは、過敏性腸症候群、クローン病、大腸炎の管理

など、その他のGI指標に加え、生活様式や個別の栄養管理にも役立ち

ます。

当社の技術により、人類の歴史において初めて消費者が自らの排泄物

を自動的に検査し、化学組成および物理組成に基づいた実用的な所

見をすぐに受け取ることができるようになります。これによって人々に、

個人としての健康を増強し、服薬順守を改善し、食生活や個人的な栄

養面でのニーズをモニタリングする新しい方法がもたらされるでしょう。

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器

サブカテゴリ:   モニタリング、診断治療領域: 胃腸器、健康全般、腫瘍学

企業ステータス: 収益成長期

ニッチ市場: 高齢者ケア、在宅ケア
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イシェイ・アタール
(Ishay Attar)
会長
携帯: +972-54-812-2044
ishay@outsense.co.il

Talshir Medical Technologies Ltd.

Talshir Medical Technologiesは2009年に設立された、RevitalVision（前Neurovision）技術の国際所有者およびマーケターです。

Revitalvisionは、コントラスト感度および脳内の視覚処理に焦点を絞ったものです。成人の弱    視への適用でFDAの承認を受

けており、CEマーク認証も取得しています。患者はプログラム    の過程において、パソコンの画面から特殊な視覚刺激を受けま

す。それは知覚学習プロセスを作り出すもので、脳が、ぼやけた画像をより鮮明な画像へとよりうまく処理できるようになります。

この治療は、弱視の成人および様々な眼疾患に悩む人々の矯正視力を、眼のみを治療するという現在使用可能な治療法以上

に改善させることを目的としたものです。RevitalVisionは臨床 試験において、軽度の屈折異常を持つ人々の裸眼視力を改善す

る効果も認められています。  人口の高齢化は、眼疾患や視力低下の増加につながります。RevitalVisionを使い脳からアプロ ー

チすることで、ほとんどの人々の視覚を大幅に改善することができます。

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器、ヘルスケアIT

サブカテゴリ: 医療機器、遠隔治療

インターネット・ベース、健康情報、 ソフトウェアおよびハードウェア治療領域: 眼科

企業ステータス: 収益成長期

ニッチ市場: 高齢者介護、スポーツ医学、スマート・カー、在宅ケア、サイバー医療

Vayyar Imaging Ltd. (バイアー・イメージング)

Vayyar(バイアー)社は、電波を使った乳がん検出という革新的技術の実用化を目指しています。この技術はあらゆる用途に使え

るセンサーです。

呼吸・心拍の検出や、プライバシーを侵害することなく、人の居場所や動きの追跡、姿勢、体格の認識等が可能です。侵入者感知

も可能です。

「夜勤」等、看護師・介護士の皆様の肉体的・精神的負担を劇的に軽減できるセンサーとして注目されています。

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器

サブカテゴリ: イメージング、モニタリング、診断、医療機器治療領域: 一般健康、婦人科、プライマリーケア

企業ステータス: R&D、コンセプトの証明

ニッチ市場: 高齢者ケア、在宅ケア、病院インフラ

ヤイール・ ヤハヴ
(Yair Yahav)
CEO, 創業者
携帯: +972-54-438-8379
yair@talshir.co.ill

岡野秀毅
シニア・ディレクタービジネス開発担当
電話：+81-3-5456-8540
vayyar@japan21.co.jp
(日本語可)
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ヤイール・ ヤハヴ
(Yair Yahav)
CEO, 創業者
携帯: +972-54-438-8379
yair@talshir.co.ill

岡野秀毅
シニア・ディレクタービジネス開発担当
電話：+81-3-5456-8540
vayyar@japan21.co.jp
(日本語可)
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LevMedは、簡単に健康を維持するという目標を掲げ、心臓モニタリング

および診断を行うソリューションの開発、製造、ならびに販売に力を注い

でいます。

現在、当社の主力製品群には、再利用可能な12ジャンクションECGベル

トなどがあり、診療所  や長期ケア、在宅ケア、病院、救急センター、遠隔地

、スポーツセンター、従業員健康アセスメント機関、航空会社から軍隊な

ど、幅広い臨床現場において安静時の心電図評価を行う際に、簡単で素

早い評価が可能な費用対効果の高いソリューションを提供しています。

従来使用されているECG使い捨て電極や吸引電極とは異なり、当社の

ECG電極ベルトでは消耗品や電極用ジェル、剃毛が不要です。ベルトを

使用することで心電図評価にかかる時間やコストが削減されるため、専

門家だけでなく一般の人でも評価が可能になり、さらに患者満足度も向

上させることができます。

当社のECG電極ベルトは、あらゆる心電図装置と互換性があり、様々な

市場や臨床現場で広く使用されています。

当社は先日、モバイル型12誘導心電図システムを販売開始しました。本

製品はBluetoothを通   じてアンドロイド／iOS／パソコン機器と接続可

能な心電図トランスミッタとECGベルトから構成されます。本製品があれ

ば、いつでも、世界のどこにいても、誰もが病院と同等の遠隔治療および

在宅ケア診断を行うことができ、簡単に健康を保つ（Keeping Health 

Simple™）ことが可能になります。

技術および製品:

LevMedのECG電極ベルトはシンプルなソリューションで、心電図装置を

利用するあらゆる臨   床環境において、専門家だけでなく誰もが心電図

評価を実施できます。ECG電極ベルトは、再 利用可能な超柔軟性シリコ

ン製エプロンに、あらかじめ配線された再利用可能な独自の電極がつけ

られており、電極から伸びるワイヤーがシリコン製エプロンを通って引っ

張られることで、心電図装置へ接続できる仕組みです。ワイヤーを含むエ

プロン全体に柔軟性があり、男女問わず、様々な体形に沿ってフィットし

ます。

カテゴリ、サブカテゴリおよび治療領域カテゴリ: 医療機器

サブカテゴリ: 遠隔治療、医療機器

治療領域: 心血管系、健康全般、救急医療企業ステータス: 初期収益期

ニッチ市場: 高齢者ケア、スポーツ医学、在宅ケア
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AL-ARZは、こだわりのタヒニと、ハルヴァなどのゴマ製品の製造・卸売

業者です。

当社では、一般的なタヒニと全粒ゴマのタヒニ、異なるフレーバーのハ

ルヴァを製造していま す。当社のタヒニには、石臼を使って低温でゆっく

りとローストしてすりつぶす伝統的な製法が用いられています。

AL-ARZのタヒニは、エチオピア産のゴマを100%使用しているので、香

り豊かな味わいをお楽しみいただけます。

Asif社 は食料生産に特化した、40年以上の歴史を持つ家族経営
の会社であり、その製品は25カ国以上に輸出されています。
生産施設はBRCのグレードAで認証されています。
Asif社は、イスラエルのクスクスおよび伝統的なクスクスにおいて
世界的なトップメーカーで す。これまでお子様向けシリーズの特
殊な形：動物、文字、数字、幾何学形などを含む  同ラインでは、様
々な製品を開発してきています。
当社は食品業界のリーダー的存在として、付加価値のある様々な
製品を開発しました。  産業用品市場、生野菜市場、その他専門
性の高い市場の需要に合わせ全麦、3種類   のオーガニック、およ
びクライアントから要望のあった製品を開発しました。
最高水準を維持することで、イスラエルのクスクス供給元の最大
手企業となっております。

当社が開発した製品は、長年にわたり最高の品質、最高の味、そ
してご家庭やフード サービス業界のシェフ基準に適ったニーズを
保っています。

Agas Yarock Ltd.
www.alarz.co.il lana zaher 
lana@alarz.co.il

Asif
http://asif-ind.com/en/
Oren Nissim 
oren@asif-ind.com
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Agas Yarock Ltd.
www.alarz.co.il lana zaher 
lana@alarz.co.il

Asif
http://asif-ind.com/en/
Oren Nissim 
oren@asif-ind.com

BE FOOD Ltd.の、AUNT BERTA’S ブランドはジャム、砂糖漬け、
ソース、ディップソースなど、果物と野菜の加工食品を製造してい
ます。
製品はすべて自然素材から作られており、保存料や着色料は使
用しておりません。

Bless S.R ltdは２００６年の設立より、イスラエルから東ヨーロッパお

よびロシアへフレッシュハーブの輸出を始めました。設立から今日まで、

当社は製品ラインを拡大し、イスラエ    ル国中の生産農家で栽培され

る新鮮なハーブ、エキゾチックな商品や野菜を幅広く輸出   してきてい

ます。

マンゴー、イチジク、パパイヤ、ピタハヤ（黄色と赤色）、アボカド、ザクロ

、マジュールデー     ツなどがあります。

野菜：唐辛子、黄色のズッキーニ、キュウリ、チェリー・トマトなど。  新鮮

なハーブ（２４種類以上）、食用花やマイクロリーフ

当社の輸出会社、栽培者、梱包工場すべてにおいては、必須である品質

基準認証が与えられています。 私たちは、ヨーロッパを含む世界中の各

国の市場で必要なすべての基準を遵守しています。

BLESS S.Rは、ヨーロッパ、東ヨーロッパ、ロシア、極東、および米国での

輸出市場を担当するに足る、新鮮な農産物のマーケティングと販売の

両方において長年の勤務経験お  よび高度なスキルを持つセールス・

マーケティング担当者を雇用しております。

テルアビブのベン・グリオン国際空港内に当社の倉庫が置かれている

ため、生産物の在庫管理がより適切にでき、柔軟に航空便配達に対処

することができます。

Beth-El Food Ltd.
www.be-food.com
Mulli Flint
�intec@zahav.net.il

Bless s.r. ltd
ww.bless-herbs.com
Ruti Rozenberg
ruti@bless-herbs.com
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Almahdi  Sweets   は、三世代にわたってナザレ旧市街の中心部で、違い

の分かるお客様に最高級のオリエンタルスイーツをご提供しています。真

心のこもった当社の手作りス

イーツは、最高品質を誇る48種類の材料から作られています。

食べても罪悪感なし

当社のスイーツは他社製品と比べて少量で、砂糖はほとんど使用せず、健

康的な自然の  材料から作られているため、より多くのフレーバーをお楽

しみいただけます。

さまざまな市場に進出

ナザレ旧市街の中心部から、世界中の多様な上層顧客向けに、上質な味

わいをご堪能いただけるよう製品をご提供しています。Almahdi独自の

高品質なオリエンタルスイーツブランドと、他の追随を許さない専門技術

は、世界中の違いの分かる高級食材愛好     家に支持されています。当社

のターゲット市場は、トラベルリテール、ホテル、高級レストラン、ケータリ

ング業者、高級デリカテッセン、小売業者、スーパーマーケットです。

柔軟で、カスタマイズされたソリューション

当社では、パッケージやラベルに関するクライアントのニーズに対し、最

大限に柔軟に対応    しています。これまでの60年間、Almahdi Sweetsで

は菓子製造業者の評価基準を再検討してきました。特にフレーバーと見

た目にはこだわりを持ち、ギフトバッグやノベルティ       ボックスは、創造

力を駆使して、手作業で極めて緻密な装飾を施しています。また、これにも

負けない独特なパッケージにも、手作りの温かみが込められています。

https://www.facebook.com
Almahdisweets/
Arslan Mahdi 
mahdi_arslan@hotmail.com

Engelのクッキーは   古典的な人気のハニーフレーバークッキーを基に

、チリ、ジンジャー、アニスのフレーバーを加えることにより東と西の味を

融合し、伝統的なハニークッキーの新しい潜在的市場開拓を目指して

います。

Engel Cookies
http://www.engelcookies.com/
Dan Hecht dan@dodot.co.il
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Ceremonie Tea Ltd
www.ceremonietea.com 
Eftat Shor 
efrat@ceremonietea.com

紅茶ほど儀式と関連がある飲み物はありません。Cérémonieでは紅茶の

儀式を守り、古くから伝統あるお茶文化を現代文化として取り扱っていま

す。2003年に創立された

Cérémonieは、紅茶の原料である茶葉全体から人の目を引くような包装

のデザインまで様々なアイデアを取り入れながらイスラエルの紅茶市場を

見直してきました。その結果現在Cérémonieは世界中のお客様から弊社

の高品質かつグルメ志向の紅茶を飲んで頂けるような世界規模の企業

へと成長しつつあります。

Zahavi Hakeremの半世紀は最高のスパイスソースを作り、それをイエメ

ン文化に広めるというものであった。

6歳で孤児となりイエメンから移民してきた時のBoaz   Zahaviは、この幼

少期の味、香   り、イメージを忘れなかった。そんなイエメン文化の記憶を

取り戻すという気持ちで始めたの    がZkhugという「ホットソース」であった。

今日Boazとその家族はその文化を追い求め、エキゾチックで新鮮かつ健

康的な食材とし  てスパイスソースがグルメになるよう取り組んでいる。

Zkhug      Zahaviはサンドウィッチなどの美味しい料理に相応しい調味料

である。

数多くの実績を積み重ね、Zahavi   Hakeremの製品はイスラエルの様々

な家庭のあらゆる場面で使用されるようになった。

Zahavi Hakerem Ltd.
www.zahavi-ltd.com 
Noga Zehavi Sharoni 
noga@zahavi-ltd.com
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リション・レジオンにあるGrinfeld社は、世界にある５つのコールドプレ

スアボカドオイルの生産企業の1つです。アボカドオイルと柑橘類を組

み合わせた素晴らしい香りと風味のCello シリーズのような、高品質な

健康製品を作ることで、味と香りを改善し続けています。

アボカドは血圧のバランスを取り、繊維が豊富で、高レベルのアミノ酸

を含み、菜食主義     者やビーガンに最適な食品です。

高レベルのビタミンB、A、C、Kや葉酸、特にビタミンEを多くを含んでい

ます。このため糖尿病患者にとってアボガドは非常に有益な食品となっ

ています。血糖値を調整しセロトニンを生成し、 健康状態と健やかさを

促します。更に美的ケアのためや化粧品としても優れています。。

Hadiklaimは、Dates Grower’s Cooperative として1982年に設立する
以前は、販売子会社として従事してきました。この協同組合は、アラバ砂
漠、ガラリア湖、死海、ヨルダン渓谷にある     デーツ農園によって構成さ
れています。
Hadiklaimは、かつてはデーツ栽培者たちによって所有されてきました。
当社は、デーツおよびその加工製品の販売に特化した唯一の企業です。
Hadiklaimは、世界一の規模を誇るイスラエルのデーツ販売業者で、マ
ジュール種の販売業者と     しても世界最大です。当社では、年間約2万メ
トリックトンのデーツを取引しています。
当社の製品は、地元のデーツ種全9種類（バイオ・オーガニックおよびノ
ン・バイオ）をはじめ、マ    ジュール種のみ使用した天然のシラン（デーツ
シロップ）やバイオ・オーガニックのシラン、お料理やパン作り向けのデー
ツスプレッド、プレスした種抜きデーツまで豊富に取り揃えています。
世界35か国以上に、デーツとその加工製品（オーガニックおよび従来の
製品）を輸出していま す。 
詳しくは、当社のウェブサイトをご覧ください。

Hadiklaim
Israel Date Growers' Cooperative Ltd.
www.hadiklaim.com
Yaniv Cohen 
yaniv@hadiklaim.co.il

Grinfeld
http://grinfeld.life/en/ Haim 
Avigal haim@mnv.co.il

Zahavi Hakerem Ltd.
www.zahavi-ltd.com 
Noga Zehavi Sharoni 
noga@zahavi-ltd.com
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Hadiklaim
Israel Date Growers' Cooperative Ltd.
www.hadiklaim.com
Yaniv Cohen 
yaniv@hadiklaim.co.il

BNEI DAROM”食品では高品質な製品のカタログをお届け致します。

“BNEI DAROM”はピクルスやスプレッド、冷凍ガーリックや冷凍ハーブ

の製造業として

40年以上高品質の製品を提供してきました。

“BNEI DAROM”は1973年に創業して以来高品質の製品を目標に製造

してきました。

HACCP、 BRC、ISO9001などの品質基準を満たした工場として、“

BNEI DA-

ROM2008年度版”では地元スラエルの市場やアメリカ、カナダ、メキシ

コ、ベネズエラ、   オーストラリアやヨーロッパ各国で販売されている製

品を紹介しています。

Matzot    Avivはマッツォー(イースト菌を使用しないパン)などの体に

優しい焼き菓子の大手メーカーです。

最先端の設備によりマッツォー、クラッカーやクッキーなどの高品質な

焼き菓子を生産して  きた弊社は創立から130年が経ちました。

Aviv やAvivaブランドによる製品は30カ国以上でも販売されています。

特にベストセラーとして有機クリスプブレッド、ノンシュガーライトクッキ

ー、グルテンフリークラッ        カー、ベビービスケット、有機クッキーや有

機フルーツバー、有機ナッツーバーなどがあります。

Kad Bnei Darom
www.kad.co.il Yossi Falk 
sale@kad.co.il

www.matzotaviv.co.il
Roy Wolf
roy@matzotavov.co.il
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A主婦や食通からプロのシェフまで、食物への味付けや食事を楽しみた

い人が満足できる、

Neptuneはスパイス、香辛料、スプレッド、ソースや混米などの食品を幅

広く販売しています。

「 Galilee Seasoning Mix Jerusalem Kebab 、 Dead  Sea  Salt  

Seasoning やSteak Seasoning mixなどを始め、弊社の製品を我が子

のように思いながらも、他社には真似できないような製品として誇りに

思う。」とYonatanは言います。

補完的商品として、ファラフェル混合食品、味付けパン粉、スープ用粉末

などもあります。  製品は全て厳重に計量・梱装して世界中の小売業者に

販売しています。。

Dream      pretzelsは、イスラエルトップのプレッツェル製造業者で、常に
業界一の完璧でおいしいプレッツェルを追求しています。
健康的でおいしいプレッツェルを目指して生まれたのがPresselsシリーズ
で、次のような特徴があります

   他の類似商品と比較し、塩分30%カット
    非遺伝子組み換え食品
    こんがり焼いたノンフライ製法
    Pressels 20個あたり、たったの99キロカロリー
    保存料不使用
    精製糖不使用
    化学調味料不使用
    トランス脂肪酸フリー

MEIR&BAGELINDUSTRIESLTD
http://meirbeigel.com/
Gilad Zilberberg 
gilad@grissini.co.il

NeptuneFoodProducts Ltd.
www.neptunefoods.co.il 
Yonathan Gershon 
sales@neptunefoods.co.il
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http://meirbeigel.com/
Gilad Zilberberg 
gilad@grissini.co.il

NeptuneFoodProducts Ltd.
www.neptunefoods.co.il 
Yonathan Gershon 
sales@neptunefoods.co.il

イスラエル最大の製パン所 Angel Bakery
同族会社としてスタートしたAngel      Bakeryは、エルサレムの旧家のひとつに

よって1927年に設立されました。現在は、テルアビブ証券取引所で取引される

株式会社となり、2015年の売   上高は1億4,000万ドルを記録しました。

・国内に4か所の製パン所を保有し、200種類の食パン、ロールパン、ハッラー、

ピタパンを製造      しています。

・ケーキと菓子パンを製造する専用工場もあり、20店舗を経営しています。

・製品はすべて、OU（Orthodox Union）とBadatz Eda Hareditの両機関からコ

ーシャ認定を受けています。

・Angel Bakeryは、ISO22000FSSCおよびISO9002認証を取得しています。

・厳しい製造規格の遵守に努める当社は、McDonald’sとDomino’s Pizzaの認

定サプライヤーです。

 冷凍ピタパンのコンセプト
・Angel Bakeryは、イスラエルトップのピタパン製造業者です。

・冷凍ピタパンは、代々受け継がれた秘伝のレシピに基づいた独自の製法で製

造されています。

・ピタパンは、以下の2通りの方法で輸出されています。

-冷凍リテールパッケージ ‒ 店頭販売用

-冷凍バルクパッケージ ‒ 食品サービス業界およびインストアベーカリー用

食品サービス業界＆インストアベーカリー
・Angel      Bakeryの独特で分厚いピタパンは、その製造過程で「急速冷凍」さ

れ、凍った状態で発送されます。

・冷凍保存のため、店舗での在庫の数量管理が簡単になります。

・ピタパンは店舗ごとの発注に応じて焼いているため、無駄がほとんどありませ

ん。

・オーブンでたった3～4分加熱するだけで、食欲をそそる匂いが立ち込めます。

クライアントは、その作り立てのような温かいピタパンをぜひ食べてみたいと思

うことでしょう。

・調理・販売オペレーションは非常に簡単で、必要最少限の人数の従業員に対

するトレーニン

グと比較的小額で購入できる使用機器への投資だけです。

Solomon A. Angel Ltd.
www.angel.co.il 
Nir Ben Yehuda 
nir.b@angel.co.il
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弊社自慢のFLORAはmoshav Ein  EironのFishbein  Farmで栽培した実が

大きく熟したパッションから製造した優しくスッキリしたデザート酒です。

優しく甘くフルーティーな香りのするデザートのような味わいを、新しい製

法で開発しました。体に優しい果実本来のリッチなフレーバーを味わうア

ルコール度数12度のお酒です。

愉快な甘い味だけではなく、口当たりの良いスッキリした自然でフルーテ

ィーな香りにより、

皆様の食事や特別な行事を盛り上げるような驚きとワクワクを演出します。

2016年にFLORAはTERRAVINOコンテストとFINGER LAKEコンテストinニ

ューヨークで2冠を達成しました。

弊社の取引先：The King David Hotel(エルサレム)、エルアル航空のビジ

ネスクラスとファーストクラスで提供、免税店など

詳しくは上記の連絡先まで、または弊社サイトへアクセス。

ロイでは手作りの高級チョコレートが評判です。上質な材料を用いたロイ

の商品は国際的な祭日や特別行事などに合わせて製作します。ロイはチ

ョコレートドリームなどの独自の製     法で革新的かつ比類無い商品から

プラリネのチョコレートディスクなどの自社の最新技術を    駆使したユニ

ークな商品までさまざまです。

ロイの革新的なアイデア、技術ノウハウ、独学で自発的に行動の出来るス

タッフや環境により、このようなユニークな製品が生み出されています。プ

ラリネのチョコレートディスクからサ    プリメントとしてのチョコレートまで

、エキゾチックな味からハート型の花を添えたチョコレートのフラワーポッ

ドまでに対して、素材や質感を選び、デザインやスタイルで愛情や情熱を

表現     することができるのもロイの商品の強みでもあります。

Roy Chocolate Ltd
http://www.roychocolate.co.il/
Muli Flint.
�intec@zahav.net.il

Passionfruit man
www.passionfruitman.co.il 
Shay Fishbein 
pafrman@gmail.com
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１９８７年に設立されたSDA Spiceは、中東最大の乾燥ハーブおよびス

パイス生産業者の１ つで、オーガニック製品および従来型製品の開発、

生産、販売を行っています。当社は世界中の主要な食料生産者、流通業

者、貿易業者に卸しています。

SDA  Spiceはイスラエルの有機農業のパイオニアであり、設立以来、有機

食料製品のラインナップを開発、供給しています。

 種から船へ

国内にある当社保有の畑と２つの生産工場は、肥沃な北部と乾燥した南

部に位置しています。     これらの多様な気候を利用することで、より長期

での収穫が見込めると共に更なるリスク管理も行        うことができます。

最先端の技術を使用して、SDAが完成品までの成長サイクルに関与する

ことにより、独自の新鮮 さ、風味、香りを維持し、最高品質のハーブとスパ

イスを生み出しています。

 当社のサービス

SDAスパイスは、スパイスおよびハーブ業界において大きな影響力を持

っており、かつ個々の顧客

の要望およびその必要性に関して非常に柔軟に対応しております。

特別な生産へのご要望、コンテナの同梱、特定の貨物に対応した必要条

件など、適切な生産と   出荷の組み合わせを手軽にアレンジ致します。。

Sanlakol は1940年以来、公開企業でありながら、特に長期保存が
可能なトマトなどの野菜の缶詰の製造卸売業者としてイスラエルで
は一流で、最高品質のものを生産して   おります。
Sanlakol はフムスとトマトベースのソースを常温保存が可能な状
態で少量セットで提供し、便利にお手軽に使用できるよう100gと
260gの2種類のプラスチック容器で販売しております。
Sanlakol の高品質な製品は最先端レベルの設備で厳密な品質管
理の下で生産され、英国小売業協会(BRC)の認定を受けています。

Passionfruit man
www.passionfruitman.co.il 
Shay Fishbein 
pafrman@gmail.com

S.D.A SPICE
www.sda-spice.com
Evyatar Dot 
evyatar@sda-spice.com

Sanlakol Ltd.
www.sanlakol.com
Dan Hecht 
dan@dodot.co.il
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Shelly’ s”は新作の商品ラインとなるタイガーナッツスプレッドを発表する

ことを誇りに思っています。御存知の通りタイガーナッツは、その物本来が

、繊細かつ魅力的な風味を持っているため、砂糖や甘味料を一切加えなく

ても口中に広がる甘味だけで様々な種類の      美味しいスプレッドがご提

供可能となっています 。バターの代わりに、パンやケーキなどを焼く時使

用したり、更にグラノーラまたはミューズリのお供にぴったりです。タヒニは

、エチオピア産のゴマを100%使用しているので、香り豊かな味わいをお楽

しみいただけます。

Shkedia Geva Industries Ltd. は、イスラエル最大の焙煎種および焙

煎ナッツの生産企業（国内シェア６５％）であり、イスラエルのヒマワリ

の種（大粒）を専門としています。   ダークとミルクチョコレートでコーティ

ングされたナッツとフルーツの両方の生産に特化しています。

同社は、国内全てのスーパーマーケットの独自ブランド生産者であり、ス

ーパーマーケット 内でナッツと種を焙煎している110箇所に上るブース

販売を運営しています。  非常に柔軟性に富んだラインナップで、ご希望

のあらゆるサイズまたはパッケージをご用意しています。

S.D.A SPICE
www.sda-spice.com
Evyatar Dot 
evyatar@sda-spice.com

Shellys
Jonatan Schwalm
https://www.shellys-nb.com/ 
Jonathan@shellys-nb.com

Shkedia Geva Industries Ltd.
www.shkedia.co.il
Dan Hecht dan@dodot.co.il

Sanlakol Ltd.
www.sanlakol.com
Dan Hecht 
dan@dodot.co.il
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Engelのクッキーは   古典的な人気のハニーフレーバークッキーを基に

、チリ、ジンジャー、アニスのフレーバーを加えることにより東と西の味を

融合し、伝統的なハニークッキーの新しい潜在的市場開拓を目指して

います。

Shellys
Jonatan Schwalm
https://www.shellys-nb.com/ 
Jonathan@shellys-nb.com

Shkedia Geva Industries Ltd.
www.shkedia.co.il
Dan Hecht dan@dodot.co.il

同族会社であるYOFFIは、イスラエルの幅広い高級食品とグルメギフトを

エレガントでモダ      ンなパッケージに詰めてご提供しています。どの製品

もすべて無添加で、本格的なイスラエ    ルの味をお楽しみいただけます。

YOFFIブランドの商品には、はちみつ、ハーブティー、デーツ製品、タヒニ

などがあります。何世代にもわたって受け継がれてきた昔ながらのレシピ

を採用する小規模のパートナー企業によって地元で製造されていること

が、当社製品が持つ独特の味わいの秘密です。

当社製品のほとんどはビーガン向きで、天然成分のみを使用しているた

め、保存料や着色料、人工甘味料は含まれていません。

YOFFIは非営利団体と協力し、身体障害者の雇用機会を促進しています。

当社は、さまざまなシチュエーションや休暇の際にお楽しみいただける高

級食材と詰め合     わせギフトをご提供しています。

Yo� Flavor of Israel LDT
www.yo�.com
Liza Maio�s
yo�liza@gmail.com
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