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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
員企業夫々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

⾃国の歴史・⽂化・社会、そして世界の

経済情勢を背景に、オープンでシンプル

な交流が育まれてきました。そしてこれ

からも発展し続けます。

そのネットワークの中⼼にあるのは、常

に「ヒューマン＝⼈」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



そこ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 、あらゆる規模の企
業、公的・私的経済機関が⼀同に会します。

CEFJ
エコシステム
 



137 会員企業

72 フランス企業

65

32 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)*
フランス財務・経済産業省*
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・ スポーツ・運輸



コミュニティ

30以上の産業セクターに属
する、⾼度な専⾨性を持つ

会員企業集団。貴社がお探

しのサービスやパートナー

がそこにあります。

 
 

⼆異⽂化交流

 
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。

 



23/04「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)
6/05 「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)
7/05 「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)
10/12 まかないコスメ：コロナが変えた化粧品業界

2020年の活動
会員やパートナー機関のネットワーキングの機会です。アトリエ・ルノーや会員企業

ご提供の空間で企画されます。2020年はオンライン・ベースで⾏われました。

⽉例CEFJ会員集会

テクニカル・ウェビナー

アトリエ

3/07 ミクソロジー・ワークショップ「⽇本酒カクテル」(Foodex/DIY Cocktail)

イベント

26/06 : CEFJ 通常・特別会員総会-オンライン

10/03  隔離下の集会。AIR LIQUIDE, 資⽣堂, DSC,,,による対策紹介。
6/04  ⽇⽴、CSI LIESING, EF (EDUCATION FIRTST) 



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 SCC ウェビナー/ Tuesday Challenges



ＣＥＦＪ

プログラム

2021

⽉例CEFJ会員集会 What's Up? Meeting

講演会とセミナー

6⽉8⽇ : 化粧品/ウェルビーイング業界のイノベーション （オンライン） : 
社会の変化と新しい消費者の期待に機敏に対応するセクターの⽇仏展望。

会員企業 F&JP とのコラボレーション、資⽣堂 EMEA & Global Fragrance,
LVMH, Nelly Rodi, Yon-Ka Laboratoires Multaler、コスメティックバレー、
ジャパン・コスメティック・センター共催

CEFJ会員企業やパートナー組織から成るネットワーク上の交信と対話を更に
充実化して参ります。活動、プロジェクトのシェアなど、伝えたい情報を⾃

由に発表していただく場です。

4⽉16⽇ 8時半よりオンライン
5⽉11⽇ 9時よりオンライン
6⽉15⽇ 9時よりオンライン
7⽉20⽇ 18時半より @ Valuence International Europe
9⽉14⽇ 18時半より    @ DS Avocats 
10⽉21⽇  9時よりオンライン
11⽉17⽇ (ソワレ）@ LPA CGR    
12⽉14⽇ (ソワレ)   @ Valuence International Europe



ＣＥＦＪ

プログラム

2021

Masterclass 
様々な産業セクターによって構築されたCEFJビジネス･ネットワーク。そこに存在する
⾼度なスキルと豊富な専⾨知識。

CEFJメンバーがコミュニティに提供する独⾃の情報・知識・スキルの共有モジュール
「マスタークラス」が９⽉よりスタートいたします。第⼀弾は⽇⽴フランスのご登場

で、広くヨーロッパから発信していただきます。

「サイバーセキュリティ」 by ⽇⽴ フランス (online)
 - 9⽉16⽇ : コロナ禍におけるサイバーセキュリティについて
 - 11⽉18⽇ : サイバーセキュリティ / ITマネージャー向けのおすすめ対策 
 - 12⽉9⽇ : サイバー攻撃の主なタイプ / 犯罪によって利益を得るのは誰か?
 - 1⽉中旬 : サイバー攻撃からの対処⽅法について

7⽉6⽇ 10時〜11時: 兵庫県投資ウェビナー。フランス投資誘致に向け。
9⽉9⽇ : Business Leaders Forum - Clean Mobility (在⽇フランス商⼯会議所)

コラボレーション企画

6⽉23⽇ 9時〜11時 : 定例会員総会・理事会選挙  ハイブリッド形式
10⽉5⽇ :  ⽇仏経済界 「再会を祝う」会 @アクリマタシオン庭園 

年次⾏事



SCC  第3弾  2021-2022

SCCプログラムは、⽇仏のイノベーション・エコシステムを廻り様々な企画を進めています。 

⽇本でのラーニング・エクスペディション（2022年秋東京・京都予定）参加を⽬指し、⽇仏双
⽅での事業展開を⽬的としたオーダーメイドの事前研修（コーチング）が準備されています。

⽇本のスピリチュアルとの出会いを通して、驚くべき展開が待っているかもしれません。

Tuesday Challengesでは、昨年に引き続き、SCCコミュニティが会して、オープンイノベーシ
ョンの基本的なテーマについて話し合います。

KEY DATES 
TUESDAY CHALLENGE (毎⽉)
2⽉23⽇ オリンピズムとイノベーション 
3⽉16⽇ ⼥性起業家たち
3⽉24⽇ オフィシャル・ローンチ
6⽉25⽇  Viva Technologyへの参加 
12⽉    オンラインピッチコンテスト (要確認)



CEFJ会⻑代⾏
イルドフランス地⽅商⼯会議所 議員
ヴァルトワーズ商⼯会議所会頭

フランス中⼩企業連盟副会⻑

LSI - Le Savoir Industriel 社⻑

ピエール・ クシュリ

CEFJ 理事会
幹部

CEFJ会⻑
イルドフランス地⽅商⼯会議所

会頭

クリング・アソシエイト社⻑

ディディエ・ クリング

CEFJ 財務担当
バンク・ノムラ・フランス

（パリ）共同会⻑

⾦澤 啓樹 CEFJ 副理事⻑
みずほ銀⾏ パリ⽀店

⽀店⻑

平塚 潤⼀
CEFJ 副理事⻑
MEDEF Paris 会⻑
ピエール・エルメ パリ グループ創
業者

  

シャルル・ ズナッティ



CEFJ 理事会
正会員企業代表

GLイベンツ
事業開発 & パートナーシップ部⻑

セバスチャン・ ブリュネ
フーデックス・グループ

社⻑& CEO

ブノワ・ コフェ

DSC
社⻑

セヴリーヌ・ デブイ トヨタ・モーター・ヨーロッパ

(オフィス・マネージャー 政府・
産業部⾨

ソフィ・ グレメ
エア・リキード

国際・欧州関係担当局⻑

ローラン・ デュブランシェ

イルドフランス地⽅商⼯会議所 議員
Confédération Nationale de la
Boulangerie et Boulangerie-
Pâtisserie Française会⻑

ドミニク・ アンラクト



CEFJ 理事会
正会員企業代表

シンノラ

CEO

今井 公⼦

VP Wines France
社⻑

⽚川 喜代治

LVMH グループ事務総⻑

マルク=アントワーヌ・
ジャメ

ジャパン・パンチ

社⻑

アドリアン・ ルシ
資⽣堂グループ EMEA
社⻑ & CEO

フランク・ マリリー

エロカミ プロダクション
社⻑

エンジェル・ ニュエン
ヴァンホ



CEFJ 理事会
正会員企業代表

F＆JP
創業者 & 社⻑

ヌシャシャ・ サン=
マルタン

イルドフランス地⽅商⼯会議所 議員
ネリーロディ・スタイル

創業者

ネリー・ ロディ
シャンパ-ニュ ローラン・ペリエ
アジア輸出責任者

ギヨーム・ パイラール
グループ GR 
ビジネス開発部⻑

ポワレル ⽟栄 直⼦

シュークル・キューブ

社⻑

佐藤 弘⼀

ルノー・⽇産・三菱アライアンス

事務総⻑

ベロニック・ サルラ=
デポット

DS Avocats
ジャパンデスク代表

清⽔ 怜雅



名誉会員

駐⽇フランス⼤使

フィリップ・セットン

特別顧問

元外務省対⽇特別代表

元ルノー会⻑

ルイ・シュバイツアー

駐フランス⽇本国⼤使

伊原 純⼀

経済財務省

アジア⼤洋州局⻑

 

ピエール・アレグレ

在仏⽇本商⼯会議所会頭

J三井物産株式会社
パリ⽀店⻑

⼩林 伸之

在⽇フランス商⼯会議所会頭

B4F KK 社⻑

アルメル・カイエール

Jetro Paris
所⻑

武⽥ 家明

パートナー会員組織
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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


