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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
 



149 会員企業

77 フランス企業

72

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。

 



ＣＥＦＪ

プログラム

2022

⽉例CEFJ会員集会 What's Up? Meeting

講演会とセミナー

各界の経済トピックス、専⾨家、地⽅の活動、異⽂化関連、、、様々な話題

を取り上げます。 会員の皆様からのご提案もお待ちいたしております。

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。 
毎⽉第⼀⽕曜⽇ 

オンライン集会の場合：8h30 (CEST) / 16h30 (JST)  
オフライン集会の場合：18h30 in Paris  ( 場所により、⽇程の変更あり）

1⽉11⽇(⽕) オンライン
2⽉8⽇(⽕）オンライン
3⽉29⽇(⽕）⼤統領選挙を前に（オフライン）
4⽉ オフライン
5⽉9⽇(⽉） オフライン



ＣＥＦＪ

プログラム

2022

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」が昨年スタートしました。

＊「サイバーセキュリティ」 by ⽇⽴ フランス&⽇⽴セキュリティ・システムズ 
"コロナ禍におけるサイバーセキュリティ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" "デジタ
ルパンデミック" "ダミーセキュリティから保護された企業のサイバーセキュリティまで" 

＊「ジャポニチュード」by 藤原淳⽒ 著書「⽇本⼈の⽣き⽅の秘訣」（Oppourtun 出版
社）を巡って。

2⽉24⽇＆3⽉15⽇ (⽇本語）/ 3⽉8⽇(仏語）：ジャポニチュードを理解す
る
3⽉22⽇：異⽂化コミュニケーション⼒に磨きをかける by ピエール・チュビ
（SyVision CEO）＆ 牧みどり (マキ・ミドリ・コンサルティング）
4⽉5⽇：⽇本におけるフランス⼈＆フランスにおける⽇本⼈ −コミュニケーションの挑
戦 by マイア・マニグリエ、エクスリム社CEO
4⽉20⽇：変化する環境と社会におけるジャポニチュードと企業：サムライからZ世代 
by 永⽥公彦、Nagata グローバル・ パートナーズ代表

今後のテーマ：ポジティブ・インパクト社会、ガストロノミー

パートナー機関(企業、⾃治体、公的機関、、、）との共同企画で⾏います。
コラボレーション企画



CEFJ25周年を祝う

今年⽇仏経済交流委員会CEFJは25周年を迎えます。⽣誕の地  Bourse de
Commerce にて5⽉31⽇に特別⾏事を開催します。

1997年にパリ・イル＝ド＝フランス地⽅商⼯会議所により、⽇仏のビジネス・
コミュニティCEFが発⾜。以来、ネットワークの充実化を図り両国企業の交流
の場として皆様に愛されて参りました。会員KERING社のご協⼒を得、
安藤忠雄⽒による現代アートの神殿として⾒事に変⾝を遂げたCEFJの⽣誕地に
⼀堂会しましょう。

5⽉31⽇  18h30 - : 設⽴25周年を祝う会 @ Bourse de Commerce 

6⽉28⽇ 17h-18h30 :  定例会員総会 @ CCI Paris (délégation) / Place de la Bourse 
18h30-20h : 講演会 リシャール・コラス⽒ (シャネル）をお迎えして。1200ページに及ぶ⽇本への
讃歌「Dictionnaire Amoureux du Japon」(プロン社)を執筆刊⾏。シャネル・ジャポンの社⻑とし
て、またCEFJの創設メンバーのお⼀⼈として⽇本を語ります。

年次⾏事



SCC  第3弾  2022-2023

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（2023年春）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。



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

ドミニク・レスティノ

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

パリ・イルドフランス地⽅商⼯会議所議員

ラッシェル・シシュポルティシュ 



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・ 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・ パイヤール
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

三菱UFJ銀⾏
パリ⽀店⻑

藤澤宏⼀

在⽇フランス商⼯会議所会頭

ゴディバ・ジャパン社⻑

ジェローム・シュシャン

ジェトロ・パリ

所⻑

武⽥ 家明

パートナー会員組織



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


