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フランス貿易投資庁-ビジネスフランスとは

フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、企業の国際展開におけるプロジェクト
発案から成立に至るまで、効果的にサポートし、企業の国際事業発展さらにはプロ

ジェクト成功へ導く支援を行っています。フランス、そして世界中で、価値の創造に
貢献すべく活動を行っています。フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、
フラン

ス経済の国際化を促進するフランス政府機関です。

我々の目的は、現場で活動し、あらゆる契機や手段を駆使することによって、国際
展開が企業にとってビジネスチャンス拡大の機会となるよう図ることです。
フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、
専門知識と経験をもって、
企業のニーズや予算に応じた提案
をし、企業の国際展開プロジェクトの成立に向けサポートを行っています。
競争力、成長、雇用創出を高めるため、官民のネットワークを通じて、貿易、投資、国際パートナーシップ
など、企業のあらゆる事業側面を支援しています。
プロジェクト成立の要となる経験豊富なスタッフが、企業の窓口となり、プロジェクトを極秘情報として
取扱い、成功へ導けるようサポートに徹しています。フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、世界85
か所に事務所を構え、
1500名にのぼるスタッフが、
多様な専門分野や異文化バックグラウンドを持つエ
キスパートとして、
企業プロジェクトの成功に向けて、
情熱をもって積極的な支援活動を行っています。
市場分析、
法務・税務、
行政手続、
市場選択、
進出先の選定、
パートナー選定にあたり、
経験豊富な専門ス
タッフがサポートを行います。
現実的かつ効果的な弊庁のサポートにより、プロジェクト成立の実現をよりシンプルに加速し、実際の
ビジネスへの転化へ導くことに貢献します。
輸入業者、投資企業、国際展開を検討しているスタートアップ企業など、あらゆる企業の立場を理解し、
企業が確実に意志決定できるようサポートします。

フランス貿易投資庁-ビジネスフランスのネットワーク
輸出
パートナー：

対仏投資

広報

EXPORT

フランス企業の輸出促進

フランス企業の国際展開を促進
フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、フランス企業に対し、
国際市場への輸出が発展し継続的なものとなるよう、現地商業
パートナー企業との関係づくりを支援しています。各産業に特化
したネットワークのもと、日本をはじめとする世界70か国以上に
おいて輸入業者に働きかけています。

V.I.Eで
才能と熱意溢れる
若手人材
（フランス国籍
およびヨーロッパ国籍）
を
採用し、企業の
国際事業チームを強化
V.I.E (フランス国際企業

フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、プロジェクト成立を
効率化、促進し、フランス企業のニーズに応じた支援を行って
います。

新しい市場をターゲットとした営業活動
発展の見込める有望市場、市場参入の手がかりを特定するた
めの情報提供
600を超える産業別の団体ミッション主催
企業に個別の新規市場開拓支援

フランス企業の国際展開を促進
中堅企業、中小企業のニーズに応じた長期にわたるサポート
スタートアップ企業向けに、発展性ある市場への参入を促す
特別プログラム
V.I.E(フランス国際企業インターンシップ・プログラム)制度に
よる人材ソリューション

フランス貿易投資庁-ビジネスフランスとは：
１万社を超える中小・中堅企業の国際進出をサポート
2社のうち1社の割合で、6か月間以内に商談を締結ま
たは開始
V .I.E.(フランス国際企業インターンシップ・プログラ
ム)で8700人が就業中

インターンシップ・プログラム)
とは、6カ月～24カ月にわたり、
優秀なフランス国籍および
ヨーロッパ国籍の若手人材を
海外へ派遣する制度です。
フランス貿易投資庁ビジネスフランスは
V.I.Eの運営事務局として、
経済的な人材ソリューション
であり、かつ、人事管理の負担が
軽減される同制度の活用を
推進しています。
現在、V.I.E候補者として、

8万人

を超える人材が
登録されています。
詳細については

お問い合わせください。

INVEST

外国企業のフランス進出支援

フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、対仏投資担当官と、
パートナーであるフランス地方開発局のネットワークを駆使し
て、新規企業設立、既存拠点の拡張、技術・産業提携、投資にい
たるまで、企業の決定をサポートし、長期にわたり支援を行って

フランスを選択する

6

つの理由

欧州の中心に位置する地理的地位：
欧州、中東およびアフリカ市場への
足掛かりとして最良の地理的地位、
平均48時間以内には、5億人の消費
市場のどこへでもアクセス可能。

います。企業の投資プロジェクト成功こそが、弊庁の使命です。

ご存じですか？
フランスは、工業生産部門の企業誘致で、年々、欧州において
主要な投資先としての地位を高めています。

さらに－

整備されたインフラ、定評ある輸送
網：フランスは欧州第1位の道路交
通網
（高速道路11500km）
、貨物空
輸 で は 、欧 州 第 2 位 の 空 港（ ロワ
シー・シャルルドゴール空港）、ビジ
ネス出張利用で欧州第1位のル・ブ
ルジェ空港。

整備されたインフラ、地理的地位、5億人の消費市場など、フラ
ンスには、経済国としての強みを引き出す手段があります。

ぜひコンタクトください。
なぜ、フランスからの輸出のうち、3分の1は外国企業の生産品
が占めるのか、なぜ今、欧州、中東、アフリカ市場への足掛かり
としての対仏投資プロジェクトが増加しているのか、その理由
をご紹介します。

フランス貿易投資庁がお手伝いします。
企業のフランス進出にあたり、投資企業の事業プランにとって
最良の進出地域、進出手段を選択するお手伝いをいたします。
パフォーマンスの高い、企業サポート、パートナーシップをご提
供します。進出後も長期にわたり、進出企業の現地スタッフへ

有能な人材：フランスの国内総生産
（GDP）
の7％は、教育・研修に当てら
れており、フランスのHECやESSEC
などのビジネススクールは世界で
の認知度も高い。フランスは労働時
間あたりの生産性の高さで、
ドイツ、
イギリスをしのいで世界第7位。

競争力ある人件費 ： 従業員ひとり
あたりの人件費（給与、社会保障負
担金）の平均額は、日本、米国、
ドイ
ツよりも低い。

のサポートを提供しています。ぜひフランスでの事業展開をご
検討ください。
フランスは外国の投資企業を歓迎します。

フランス貿易投資庁-ビジネスフランスとは：
1
 50名の投資担当官が企業の投資プロジェクトを支援
フ
 ランス各地方より、1500件にのぼる提案書をご紹介
対
 仏投資部門のスタッフ、そのネットワークによるサ
ポートで、毎年、400件にのぼる投資プロジェクトが成立

コストパフォーマンスの高い光熱費：
フランスの高性能のエネルギー生
産によるミックスエネルギーによ
り、投資企業は事業運営コストをお
さえられる。

研究開発を促進する税控除制度 ：
研究開発分野の税控除では、EU域
内で最高率を誇るフランスの研究
開 発 税 額 控 除 制 度（ C I R ）。ベ ン
チャー企業向けの税額控除制度も
（JEI）
。

フランス貿易投資庁-ビジネスフランス
フランス貿易投資庁-ビジネスフランスは、
フランス経済の国際化を促進する国の
機関です。フランス企業の国際展開と貿易振興、また外国企業のフランス進出を
支援します。
フランスの経済国としてのイメージ向上、特に地方や企業の魅力を伝える広報活
動を推進し、
フランス国際企業インターンシップ・プログラム
（V.I.E）
の発展も担い
ます。
2015年1月1日、対仏投資庁
（AFII）
とフランス企業振興機構
（ユビフランス）
の統
合により
「フランス貿易投資庁－ビジネスフランス」
が発足しました。世界70カ国に
在外事務所を構え、1500人のスタッフが、国際的な官民ネットワークのもと活動
し、企業へのサービスを提供しています。
詳細情報はウェブサイトをご参照ください。
www.businessfrance.fr （フランス語）
www.youbuyfrance.com/jp （日本語）
twitter.com/BFrance_Japan

お問い合わせ：
フランス貿易投資庁-ビジネスフランス 日本事務所
東京事務所：
〒106-8514東京都港区南麻布4-11-44
TEL 03-5798-6079

在日フランス大使館

貿易部門：tokyo@businessfrance.fr
対仏投資部門：japan@businessfrance.fr

大阪事務所
（貿易部門）
：
〒530-0004 大阪府大阪市北区堂島浜1-4-19 マニュライフプレイス堂島6F
TEL 06-6131-5278
osaka@businessfrance.fr
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V.I.Eに関するお問い合わせ:
thierry.darsin@businessfrance.fr （フランス語・英語）
yumiko.utamura@businessfrance.fr （日本語・フランス語・英語）

