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THE CCI FRANCE JAPON’S NETWORK
在日フランス商工会議所のネットワーク

Communicate through our wide network
コミュニケーションサービスのネットワークの強み

SHARE
Your successes and 

achievements through 
our media

共有する
メディアを通してあなたの活動と

成果を共有しましょう

GAIN
In visibility and audience

広げる
あなたの活動をもっと

プロモーションし、集客力を
高めましょう

PROMOTE
Your product and services
in our quality publications

価値を高める
あなたの商品とサービスの価値を

高めましょう

+600members

以上の会員600

GET ACCESS
To the heart of the

Franco-Japanese business
community’s network  

つなげる
日仏経済交流のネットワーク

強化を応援します

Since 1918
100年以上の歴史

1st European Chamber in Japan

+80 new members per year
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4

locations(Kanto, Kansai,
Chubu, Kyusyu)

欧州最初の在日商工会議所

80 以上の新会員

つの国内拠点
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Benefit from a wide range of communication tools for the most efficient way
to target the French-Japanese business network. 

日仏のビジネスネットワークをターゲットにした幅広いコミュニケーションツールをご利用ください。

40 % of 
Japanese companies

40 % の日本企業

毎年



SNS

Whyadvertise on the website?
ウェブサイトに広告を掲載するメリット

Need help for the creation of your web advertising 
banner? We put our expertise at work for you!
バナー制作をご希望ですか？ お気軽にお申しつけください。   

Traffic cross channel / SNS
SNS / トラフィッククロスチャンネル

The reference website for:
   - Any French company looking to expand in Japan or 
      grow their network.
   - Any Janapese company looking for information  
      on France.
　日本で新しいビジネスを展開したいフランス企業、　
　またはランスの情報を探している日本企業のためのポータルサイト

French companies, partnership
フランス企業やパートナーシップ

+ 375.000
visitors/year

年間 375.000人以上の訪問者

+ 641.000
viewed pages/year

年間 641.000以上のページビュー

WEBSITE www.ccifj.or.jp
インターネット

Promote your company and services on the trilingual go-to website of the 
French-Japanese business community
日仏英の3言語で運営、  画像や動画などを用いた広報デジタルツール
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3 zones

+18,000
subscribers
18,000人以上の 人以上の

+4,000
subscribers
4,000
つながり

Facebook
@ccifrancejapon
@ccifrancejapon.jp

LinkedIn
French Chamber of
Commerce and
Industry in Japan 

+100videos
100以上のビデオ

Youtube
CCI France Japon

61 % of French visitors

61 % のフランス人

40
40% の日本人

% of Japanese visitors

visitor
by country
国別訪問者
の割合

フォロワー



Sent monthly, our e-newsletter provides
a direct access to the Franco-Japanese
top managers and entrepreneurs
プロモーション記事を会員企業様にダイレクト配信
企業のトップマネージャーへダイレクト配信

Acting as a relay for the latest news and
information of our network and all the Chamber’s
events to come.  
企業の最新情報とイベント告知
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E-NEWSLETTER
ニュースレター

Enjoy exclusive and targeted visibility in our monthly newsletters
あなたの活動をもっと知ってもらうために必要なコミュニケーションツール

Why advertise on the Newsletter?
ニュースレターに広告を掲載するメリット

More than 3100 bilingual contacts.
3100以上の日仏企業へ月１度の配信

Direct visibility through professional network
プロフェッショナルネットワークを通じてダイレクトに広く告知可能 
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+30.000readers/decision-makers
30.000人以上の読者

The Chief Editor

QUARTERLY
季刊誌

News 
highlights 

最新情報を
いち早く発信

Business and
legal articles

技術的、法的および
税務関連の記事

High quality design 

Read it in the air : Available in the 
press kiosk of AIR FRANCE

洗練されたデザイン

Bilingual 
日仏２か国語

Full report on a
trending

economic or
social theme

経済や社会のテーマ
を幅広く網羅

Interviews of 
Japanese and

French leaders  
日仏の重要人物の単独
インタビュー記事

を掲載
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The CCIFJ MAGAZINE  FRANCE JAPON ECO
在日フランス商工会議所発行雑誌 フランス・ジャポン・エコー

Promote your brand image through our quaterly prestige economic publication
フランスからみた日仏経済界の動向や日本市場でのフランス企業の活動を紹介するビジネス雑誌

エアフランス航空機内キオスクで
デジタル版をお読みいただけます。

CCIFJ RECRUITMENT SERVICES

Vous cherchez des talents bilingues?
Pensez à la CCI France Japon!
バイリンガルの人材をお探しですか？ 在日フランス商工会議所にご連絡下さい！

NOTRE SERVICE RECRUTEMENT VOUS PROPOSE:
- Une base de données de profils français et japonais aux expériences variées (Vente, Marketing, Finance, IT, Ingénieur, Assistant,…)
- Une équipe réactive offrant un service personnalisé
- La publication gratuite de vos offres sur notre plateforme emploi
- Des tarifs compétitifs 

人材紹介サービス内容
- 多様な経歴を持つ、フランス人・日本人の人材データベース（営業、マーケティング、経理、IT、エンジニア、アシスタントなど）
- 経験豊富なスタッフがニーズに応じたサービスを提供
- CCIFJ求人専用ページに、無料で求人広告を掲載
- 低価格で魅力的な料金設定
- 紹介手数料は成功報酬型。採用に至らなかった場合のリスクなし。*

CCI FRANCE JAPON
在日フランス商工会議所

Service Emploi et Formation - 人材開発部
emploi@ccifj.or.jp     03-4500-6521

* frais d’ouverture pour les non membres de la CCIFJ   CCIFJ非会員企業は別途オープニング費用が発生します。
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L'INCENDIE DE NOTRE-DAME : UN CRÈVE-CŒUR JAPONAIS

ノートルダムの火災に心を痛める日本人

å

France Japon Eco is the only bilingual magazine
(French/Japanese) exclusively dedicated to the economy of France and 
Japan. Sent to all our members, major international hotels, major interna-
tional airports, CCI Tokyo, JETRO, and multiple other institutes and schools. 

日本で唯一のフランス語・日本語２か国語の経済と日本の社会に特化した雑誌 
会員様だけでなく、国際ホテル、大使館、JALサクララウンジ、国際空港、東京商工
会議所、JETRO、大学や日仏団体などに配布しています。  

��
PAGES
全��
ページRégis Arnaud is the 

Chief Editor of the
FRANCE JAPON ECO
since 2004. He is also the 
correspondent in Japan of 
the newspaper Figaro,
Challenge and works

closely with the Japanese media Toyo
Keizai.

レジス・アルノーは、2004年からフランス・ジャポン・
エコーの編集長を務める。日刊紙「ル・フィガロ」、週刊誌
「シャレンジ」の東京特派員、東洋経済新聞社にも定期的
に記事を書いている。

Whyadvertise on it?
「フランス・ジャポン・エコー」に広告を
   掲載するメリット



Reach our member community platform 
世界中のフランス商工会議所会員のコミュニティーにリーチ

ONLINE WW MEMBERS’ DIRECTORY
オンライン会員名簿
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Connect with established companies as well as
newcomers 
日本への新規参入と同様に確立された企業と

つながります。

Identify new business opportunities, by easy
access and networking
新しいビジネスチャンスを簡単に識別することができます。

Ad space 1
(1500 x 1500 px)

Gathering essential information and contact data 
from CCIFJ  members  and  companies that belong 
to the CCIFI network, this new tool allows you to access 
all the information you need to make efficient business 
contacts.

会員企業や世界中のフランス商工会議所のネットワークに
属する企業のデータベースとコンタクト情報を集約したこ
の新しいツールで、効率的に御社のビジネスに必要な情報
にアクセスすることができます。

Enjoy year-long visibility on the online version
of the members’ directory of the French-Japanese 
community;
日仏コミュニティーのオンライン版会員名簿で年間を通して
御社の認知度を高めましょう。

Generate or grow awareness for your brand, 
products and services among global-minded 
decision-makers;
グローバルに活躍するビジネスリーダーに、御社のブランド
や製品、サービスを効果的にプロモーションしましょう。

Whyadvertise on the 
members’ directory?
オンライン会員名簿に広告を掲載するメリット

Ad space 2
(1170 x 250 px)

Time saving, easy access, and up-to-date!
時間をセーブし最新情報をアップデートしましょう！




