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ＣＥＦＪ 
⽇仏ネットワークに
ようこそ

パリ＝イル･ド･フランス地⽅商⼯会議所により1997年に創
設されて以来、⽇仏経済交流委員会CEFJは、⼆つの異⽂化
をベースとする最も活発なビジネス･ネットワークを構築し

ています。

その顕著な特徴は、諸産業セクターを代表する⽇仏約150
社の会員企業が醸し出すダイナミズムにあるといってよい

でしょう。



R|R

個々⼈の顔がみえる
CEFJのネットワーク

国の歴史・社会・⽂化背景に関⼼を払

いながら、オープンでシンプルな交流

が、育ってきました。そしてこれから

も発展し続けます。それは、CEFJのネ
ットワークには、常に「ヒューマン＝

⼈」が中⼼にあるからです。



CEFJの
 

ミッション

経済動向に関する

情報提供

⽇仏コミュニティ

におけるビジネス

促進

⽇仏異⽂化交流の

奨励



CEFJにはビジネス界活性化の要素が⼀⼿に集結し
ています。異なる産業セクター 、様々規模の企
業、公的・私的経済機関が⼀同に会します。

CEFJ
エコシステム
 



148 会員企業

80 フランス企業

68

33 産業セクター

消費財関連業: 農産物 ・⽣化学・ 化粧品・ガストロノミー・⾼級ブランド・
医療・ プレタポルテ・総合商社・電信・通信)

⽇本企業

11 パートナー機関

パリ イル・ド・フランス地⽅商⼯会議所
在⽇フランス商⼯会議所( CCI France Japon)*
在仏⽇本商⼯会議所 (CCIJF)*
フランス経済財政省*
メデフ MEDEF
ジェトロ JETRO*
在⽇フランス⼤使館

在仏⽇本国⼤使館

⽇本商⼯会議所

⽇本経済団体連合会

経済同友会

                                   * 設⽴パートナー機関

製造業: 航空-宇宙科学・農業・⾃動⾞・建築 • 都市計画•エネルギー・製造

サービス関連産業: 芸術＆⽂化・保険・銀⾏ • ⾦融サービス・弁護⼠事務
所・会計事務所・広報・コンサルティング・流通・教育・イベント企画・会

計事務所・ ⼈⼯知能 ・情報技術・ メディア・経済振興・⼈材派遣・飲⻝レ
ストラン・ 観光・旅⾏・運輸



コミュニティ

30以上の産業セクターに属
する、夫々⾼い専⾨性を持

つ会員企業集団。貴社がお

探しのサービスやパートナ

ーを⾒つけます。

 
 

⼆カ国異⽂化交流

 
将来のクライアントやパートナ

ーとの理解を深めるために

様々な交流会を提供します。

 

個別サービス

ビジネス展開にとり最適な

コンタクトの検索やアドバ

イス、コネクション作りの

お⼿伝いをします。

 

ＣＥＦＪの

活動内容 イベント

ウェビナー、講演会、ネット

ワーキングなどを通し、ホッ

トな⽇仏経済動向についての

情報を提供します。

 



4/23「COVID-19状況下でのコミュニケーションとブランド」(エイコグルー
プ)
5/6「新型コロナウィルス状況化における企業の安全責任について」
(DS Avocats)
5/7「ロックダウン後：社会⼼理的リスクのマネジメントと予防について」
(AC Legal Avocat)

2020年の活動
通常、会員やパートナー機関を交えたネットワーキングを、アトリエ・

ルノー、あるいは会員企業の提供する空間で⾏います。2020年は、オン
ラインによって、この集会を継続しました。

⽉例CEFJ会員集会

COVID-19関連ウェビナー

アトリエ
7/3 ミクソロジー・ワークショップ「⽇本酒カクテル」
(Foodex)

イベント
６/26 : CEFJ 通常・特別会員総会-オンライン
12/10 まかないコスメ：コロナが変えた化粧品業界



6/9 :「AIの未来である ニューロモーフィック: Prophesee社 の⽇本のエコシステムを
活⽤したAIの次の課題に向けた取り組みかたとは？」
7/3  :  ⽇仏イノベーション・ウェビナーシリーズ・ローンチ (仏語)
7/7  : 「Ｐost-Covid下のフレンチ・テック−⽇本の状況は？」
7/8  :「 Planet 6.0」 
7/22  :  ⽇仏発 イノベーション考察 (⽇本語)
7/28 :「なぜ、今⽇本に注⽬すべきか？」
9/15 : フランス市場を⽬指してー⽇本のスタートアップの⼼得は
9/29 : ⽇仏、地⽅のイノベーション政策 - 国外との連携
10/06 : フランス、⽇本のイノベーションはどこにある？
10/13 : ⽇本で新規事業を成功に 導くための5つの鍵
10/20 : 地球環境、次世代へのレガシーとヴィジョン– 持続性のあるイノベーションを
インキュベートする意義

10/27 : ⽂化を超えたイノベーション⼒。⽇本のスタートアップの場合。
11/03 : イノベーション・デュオの創出法ー企業がスタートアップとの契約に踏み切る
キーポイント(社会学的⾒地から）
11/10 : ⼤学研究機関とのコラボレーション
11/17: 地球環境を考慮した次世代に託す遺産とヴィジョン
11/10 : ⽇本のエコシステムのキーポイント、 フランス⼈の⽬から⾒て
17/11 : スタートアップと企業の 持続可能な関係の構築を⽬指して>> 必要な条件と⼿
段ー社会学的⾒地から

24/11 : NEDO の研究開発・ 起業家⽀援
12/03 : SCC第２弾 オンライン イベント

2020年の活動 Webinaires SCC / Tuesday Challenges



定例会員総会： 6⽉
⽇仏経済界会ディナー： 7⽉/9⽉ 

ＣＥＦＪ

プログラム

2021

⽉例CEFJ会員集会

年次⾏事

講演会とセミナー

5⽉25⽇:コスメティック及びデジタル・ディスラプション
Cosmetic Valley、資⽣堂、F&JPと提携

 メンバーの提案から選択したテーマで⾏う交流会



SCC  第3弾 

2022年3⽉に⽇本の醍醐寺*で⾏われる⼤規模な公式⾏事に
向けて、今年は、多くの企画を提供して、次の⼀歩を踏み

出しています。スピリチュアルがイノベーションを満たす

とき、前例のない歩み寄りが実現します。

⽉例SCC TUESDAY CHALLENGE (毎⽉)
   - オリンピズムとイノベーション (2⽉)
ピッチコンテスト  Station F にて(4⽉)
 Viva Technologyへの参加 (6⽉)

*⽇本におけるフランスの年に登録されているイベントです



CEFJ 理事会
幹部

正会員企業代表

イルドフランス地⽅商⼯会議所  議員

イルドフランス地⽅商⼯会議所  会頭

みずほ銀⾏ 
パリ⽀店⽀店⻑

バンク・ノムラ・フランス（パリ）

共同会⻑

Pierre Hermé
名誉会⻑



CEFJ 理事会
名誉会員 正会員企業代表

パートナー企業会員

特別顧問

元外務省対⽇特別代表



ＣＥＦＪ
事務局 

代表

富永 典⼦

 
 

ntominaga@cefj.org
01 55 65 35 24

イベント・プロジェクト

マネージャー

オレリア・

デジュリアール

adejulliard@cefj.org
01 55 65 36 53

顧問

ピエール・

ドゥ・ラロッシュ

 
pdelaroche@cefj.org

01 55 65 38 40

Comité d'échanges franco-japonais/
⽇仏経済交流委員会

CCI de région Paris Ile-de-France
6/8 avenue de la Porte de Champerret 
75838 Paris cedex 17


