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ＣＥＦＪ 
⽇仏ネットワークに
ようこそ

パリ＝イル･ド･フランス商⼯会議所(国内GDPの30％強を担
うフランス⾸都圏経済を総統括）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
スとするビジネス･ネットワークの中でも、極めてダイバー

シティに富んだ活動を展開しています。

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。ディジタル

でスピーディなテックを駆使しながら

も、同時に「リアルに向き合う機会」の

重要性をキープします。

CEFJネットワークの中⼼にあるのは、常
に「ヒューマン＝⼈」だからです。



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。隣⼈を

知り、相乗効果を⾼める機会を⾒つけてください。

CEFJ
エコシステム
 



157 会員企業

80 フランス企業

77
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



CEFJ 理事会

名誉会員



幹部 正会員企業代表 パートナー会員組織

名誉会員

Directeur des Grands Comptes 
& des GSOs 
Venues Management Division
JGL events Venues 

Eric ABRAMSON
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 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 副理事⻑
みずほ銀⾏ パリ⽀店

⽀店⻑

平塚 潤⼀

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

フーデックス・グループ

社⻑& CEO

ブノワ・ コフェ

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 

DSC
社⻑

セヴリーヌ・ デブイ

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

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

ジャパン・パンチ

社⻑

アドリアン・ ルシ

シンノラ

CEO

今井 公⼦

LVMH グループ事務総⻑
マルク=アントワーヌ・ ジャメ

VP Wines France
社⻑

⽚川 喜代治

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

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

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

F＆JP
創業者 & 社⻑

ヌシャ・ サン=マルタン

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

シュークル・キューブ
社⻑

佐藤 弘⼀

DS Avocats
ジャパンデスク代表

清⽔ 怜雅

経済財務省

アジア⼤洋州局⻑

ピエールマリ・ガイヤール

在仏⽇本商⼯会議所 

会頭 

⽇本航空株式会社 

パリ⽀店⽀店⻑

西澤 宏章

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

駐⽇フランス⼤使

フィリップ・セットン

駐フランス⽇本国⼤使

下川 眞樹太

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



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



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。

 



カンファレンス・セミナー

カンファレンス・セミナー
⽇本とフランスにおける経済動
向をより速く、より深く知って
いただけるよう、CEFJでは⽇仏
のビジネス界でご活躍の⽅々を
お招きし、カンファレンスやセ
ミナーを開催しています。

会員⽉例集会WHAT'S UP ?
CEFJは毎⽉、新規プロジェク
トや近況を報告し合う会員集

会を開催しています。新規会

員の皆様にとっては、新しい

ネットワークを構築するため

の貴重な交流の場となるでし

ょう。

CEFJのイベント

マスタークラス

様々な分野の専⾨家が集まる
CEFJでは、専⾨知識やスキルを
共有し、習得するための場とし
て、CEFJメンバーによるマスタ
ークラスを開催しています。



スタートアップ

クリエイティビティ・チャレンジ

⽇仏のイノベーションを促進すること
を⽬的に、企業や起業家、投資家らが
集まり開催される、CEFJのイベントで
す。

Nos 
événements

⾒学＆コラボ

⾃社の事業紹介や製造拠点の⾒学、
またコラボレーションなど、CEFJの
会員企業・機関は様々な交流活動を
積極的に⾏なっています。

年次イベント

CEFJは年に⼀度、⽇仏経済界を代表す
る⽅々が⼀堂に会するガラ・ディナー
やソワレを開催しています。
また年次総会は、⼀年の活動を振り返
るとともに、新年度のプロジェクトを
ご紹介する重要なイベントです。



交渉術

12⽉9⽇ : l'art de la prise de
décision à la japonaise
autres sessions en 2023
登壇者：AKS Japan
International et Champagne
Laurent Perrier 
2023年まもなく開催

総会

2023年6⽉19⽇ 16時より
理事選挙同時開催

マスタークラス

I異⽂化理解 
ジャポニチュード

Les secrets du savoir-vivre
nippon (Opportun出版)著者藤原
淳⽒との共催

登壇者：Syvision, Exprime
Inc.,Nagata Global Partners, 牧み
どり⽒

実施 2022年4⽉〜6⽉

⽉例会員集会

What's Up ?
L毎⽉第⼀⽕曜⽇に、オンライ
ンまたはパリ会場にて開催。

2022年年間スケジュール
1⽉11⽇、2⽉8⽇、3⽉29⽇、
4⽉28⽇、5⽉9⽇、7⽉20⽇、
9⽉13⽇、10⽉11⽇、11⽉8
⽇、12⽉7⽇

2023年スケジュール
2⽉1⽇、3⽉2⽇ 

開催時間

オンライン：8時30分（パリ時
間）16時30分（⽇本時間）
パリ会場：18時30分 

 CEFJは、会員の皆様のオフ
ィスや店舗をご提供いただ

き、毎⽉、会員集会を開催し

ています。

過去の⼀例：DS Avocats（フ
ランス⼤統領選）、パティス

リーTomo、GLevets・サマリ
テーヌ（⽇仏プレス協会「フ

ランスで⽇本を作る30⼈」出
版記念会）、l'Atelier du Saké
(Foodex), CAFE Umami、JAL

スタートアップ・

クリエイティビティ・

チャレンジ

2023年第2四半期

ポジティブ・インパクト

9⽉「アグリテック」
HECTAR・HEC, LFD, 天地⼈
1⽉24⽇「循環経済」
Nagata Global Partners共催

⾒学＆コラボ

3⽉12⽇：沖縄産泡盛の試飲会
9⽉12⽇：パリ花公園（Parc
Floral）⾒学会
10⽉7⽇：バランシエンヌにあ
るトヨタの⽣産拠点⾒学会

12⽉15⽇：アトリエDoma にて
包丁研ぎ

2023年： シャンパーニュ・ロ
ランペリエ⾒学、ルノー⼯場、

資⽣堂⼯場⾒学、タピスリ国際

都市オービュッソン訪問、な

ど。

チャレンジャー起業家

9⽉20⽇：単独無寄港世界⼀周ヨ
ットレース「ヴァンデ・グロー

ブ」をアジア⼈で初めて完⾛した

海洋冒険家⽩⽯康次郎⽒

その他企画中

他の話題もお楽しみに！ 

NFT
インタカルチャー

アルティザンとデザイナー

テック・ツー・

パーフォーマンス

6⽉29⽇〜7⽉1⽇：スポーツ、経
済、社会を巡る⼤イベント開催。

エッフェル塔の元にて。

企業・⾃治体の参加お待ちしてい

ます！



CEFJ設⽴25周年
⽇本とフランスの経済交流を活性化するため、パリ＝イル・ド・フランス商⼯会議所が
⽇仏経済交流委員会（CEFJ）を設⽴したのは1997年のことです。以来、パートナー機関
と会員の皆様にお⼒添えいただき、CEFJのネットワークは拡⼤の⼀途をたどってまいり
ました。25周年を迎えるにあたり、CEFJがブルス・ドゥ・コメルス、つまり「原点に返
る」ことは⾃明の理だったのです。5⽉31⽇、ケリング社の多⼤なるご⽀援によって、
ブルス・ドゥ・コメルスで開催した記念イベントには、⽇仏経済界でご活躍の、300名
近い⽅々が駆けつけてくださいました。記念イベントでは、類まれな建築家安藤忠雄⽒
が⼿がけた、⼆つの作品を代表するお⼆⼈から温かいメッセージをいただきました。ピ
ノーコレクション現代美術館館⻑エマ・ラヴィーン⽒は情熱的なプレゼンテーションを
披露し、アートサイト直島代表福武總⼀郎⽒からは素晴らしい映像が届きました。
原点に返り、皆様ともに25周年を祝うことができたことは⼤きな喜びでした。CEFJは今
後も、⼈と⼈との顔が⾒える「交流」を中⼼に活動してまいります。



Nos services personnalisés*

異⽂化の壁や商習慣の違いなどから、海

外の新規市場に参⼊することは常に複雑

です。CEFJでは、経験豊富なスタッフが
必要なコンタクトを特定し、両者をお引

き合わせするなど、皆様のプロジェクト

を前進させるためのお⼿伝いをします。

イベントを開催する際は、適切な会場と

サービスプロバイダーを厳選し、パート

ナーとなり得る関係者の協⼒を得ること

が肝⼼です。またイベントに相応しい

⽅々の来場を促すことも必要でしょう。

CEFJではウェブサイトやSNSなどを駆使
し、⽇仏経済界の皆様にイベントをご案

内するほか、実際にご参加いただけるよ

う働きかけます。

.CEFJのネットワークには、⽇仏経済界を
代表する著名⼈や経営者、また新進気鋭

の起業家らが多数いらっしゃいます。そ

の⽅々の関⼼を引くことは、フランスに

おける事業やイベントを成功に導く秘訣

のひとつといえるでしょう。CEFJは最新
の情報を発信するとともに、皆様のニー

ズに迅速に対応できるよう、双⽅向のコ

ミュニケーションを⼼がけています。

 

パブリック・リレーションズ イベント 市場調査

*sur demande de devis
auprès de notre équipe



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


