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。
両国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：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。
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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.

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, and industry bodies, to promote
private industry joint ventures and international partnership.
Mr. Eyal Levy
Manager
HLS & Aerospace
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T +972 3 514 2876
M +972 52 614 6961

eyall@export.gov.il
www.export.gov.il

経済産業省・外国貿易局は
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帯関係を確立
するための支援を積極的に行います。
これと同時に問う経済部では、
日本市場について豊富な経験を積み、理解をふかめ、
日本国内でのネ
ットワークを構築しました。さらには、部内に多言語グループを擁する
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を、
イスラエル企業による日本での見本市
出展活動や各種商業目的への参加を支援、奨励するとともに、
日本実業
家にたいして、
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。
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Agent Video Intelligence

Agent Video Intelligence (Agent Vi™)
映像解析ソリューション業界をリードする Agent Vi
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
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.
ɭ
ɭ
ɭ
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Mr. Ariel N. Frischoff ɭ VP Sales EMEA & APAC
M +972 54 683 3445
a.frischoff@agentvi.com ɭ www.agentvi.com

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

Mr. Shlomo Haddad ɭ CEO
M +972 54 773 3606
shlomo@asinegroup.com ɭ www.asinegroup.com
9

BriefCam
動画から実用的なインテリジェンスへと導く

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、追跡、抽出そして 、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

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.
ɭ
ɭ
ɭ

Mr. Stephen Meltz ɭ Managing Director Asia Pacific
M +61 447 33 000 4
Stephen.Meltz@BriefCam.com ɭ www.briefcam.com
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Cellebrite
デジタルインテリジェンスでより安全な世界を実現
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
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.
ɭ
ɭ
ɭ

Mr. Jyunji Okayasu ɭ Sales Director
M +972 73 394 8297
Jyunji.Okayasu@cellebrite.com ɭ www.cellebrite.com
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D-ID
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。
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
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.
ɭ
ɭ
ɭ

Mr. Gil Perry ɭ CEO
M +972 54 584 4547
gil@d-id.com ɭ www.d-id.com
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Magna BSP Ltd.
高度自動観測・監視システム、人工知能のAI企業です。
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
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 nonrelevant 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.
ɭ
ɭ
ɭ

Mr. Gideon Rosen ɭ Sales & Marketing Manager
M +972-527323543
gideon@magnabsp.com ɭ www.magnabsp.com
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Netline Communications Technologies
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。
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・抑制、
空港及び要
人警護。
*ジャミングソリューション：警察、
軍隊及び要人警護のための通
信電波妨害および即席爆発装置
（IED）
電波妨害。
*スマートシティ:Netline
は、重要情報や施設のサイバー攻撃に対処するため、
スマートシティの
インテリジェンスを目的とした様々な無線センサーを提供しています。

Netline develops and manufactures electronic
countermeasures and spectrum dominance solutions
Product line includes: Counter Drone - detection & mitigation of
hostile drones for special events, critical infrastructures, airports,
VIP protection. Safe City - Netline offers a variety of wireless
sensors for safe city intelligence purposes and to combat cyberattacks on sensitive information and facilities. Emergency mobile
communications and emergency victim location solutions. Jamming
solutions - communication jamming and Improvised Explosive
Device (IED) jamming for Poilce, Military and VIP protection.
ɭ
ɭ
ɭ

Mrs. Nati Sharfi ɭ Director of Business Development
M +972 52 466 6949
nati@netlinetech.com ɭ www.netlinetech.com
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Octopus Systems
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。
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、
港湾管理機関および大手民間企業に於いて導入されてい
ます。

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

ɭ
ɭ
ɭ

Mr. Danny Nachmuly ɭ Head of International Sales & Marketing
M +972 54 422 4882
danny@octopus-app.com ɭ www.octopus-app.com
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RT LTA Systems Ltd.
軽航空機システム
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
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.
ɭ
ɭ
ɭ

Mrs. Kosberg Shmueli Taly ɭ Senior VP for Business Operations
M +972 52 850 8850
taly@rt.co.il ɭ www.rt.co.il
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Shilat Optronics
防衛と安全保障のための電気光学ソリューション
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
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.
ɭ
ɭ
ɭ

Ms. Ifat Kojokaro ɭ Marcom Manager
M +972 54 651 8855
ifat_k@shilatop.com ɭ www.shilatop.com
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Verint Systems
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
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
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 neverending trail of clues to build suspect profiles, reconstruct social
circles, engage targets, and generate evidence.
Mr. Shai Arbel ɭ Vice President
ɭ Vice
M +972
246
1069
Mr.
Shai 54
Arbel
President
ɭ M
Shai.Arbel@verint.com
+972 54 246 1069 ɭ cis.verint.com
ɭ
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ɭ
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