報道関係者各位
プレスリリース
2021 年 5 月 19 日
(株)イノベント

外務省の後援決定！ 日本在住の外国人のための展示会、11 月に開催
「第 2 回 EXPAT EXPO TOKYO 2021」
(株)イノベント（取締役代表執行役社長：堀 正人）は 2021 年 11 月 5 日（金）
・6 日（土）
、東京都立産業貿易セ
ンター 浜松町館にて、「第 2 回 EXPAT EXPO TOKYO 2021」を開催いたします。（公式 HP：https://expatexpo.jp/）

「日本在住の外国人向け」の展示会、規模を拡大して開催
日本に居住する外国人の数は年々増加し、コロナ禍により増加率は一時的に低下しているものの、その数は現在
約 288 万人となっています（総務省統計より）
。特定技能の創設、高度人材の呼び込み、多様化の推進など、政
府や企業の取組みにより、今後も更なる増加が見込まれています。一方で、言語や文化の壁により、在留外国人
の方々が日本での生活の様々な場面で不便を感じているのが現状です。そのような背景から、外国人向けのサー
ビス・商品を提供する企業と、それらのサービスを必要としている日本在住の外国人やその家族とのマッチング
の場として、昨年 11 月に「第 1 回 EXPAT EXPO TOKYO」を開催し、多くの方にご来場いただきました。今年
度 2021 年は前回後援いただきました外務省、港区、日本政府観光局(JNTO)、(一社)日本旅行業協会に加え、さ
らに各国商工会議所にも後援としてご協力いただき、規模を 5 倍に拡大して開催することを決定しました。
＜後援＞

［出展に関する問合せ先］ (株)イノベント（TEL：03-6812-9422 MAIL: expat_expo@innovent.co.jp）

「日本在住の外国人」へのアピールの場。出展社募集中
EXPAT EXPO TOKYO 2021 では現在、出展企業を募集中です。新型コロナウイルスの感染拡大によりインバウン
ド需要が縮小する中、これまで効率的にアピールする場のなかった「日本在住の外国人」マーケットに直接アプ
ローチすることが可能です。在留外国人向けのサービスを展開している、またはこれから市場に参入したいとお考
えの方は、ぜひ本展をご活用ください（スペース完売次第受付終了となります）。
出展対象サービス
■学校/教育

■医療機関

■法律関連

■レストラン

■家事代行サービス

■ペット

■美容関係

■ショッピング

■習い事

■旅行

■引越し

■コミュニティ/協会

■スポーツ

■キャッシュレス関連

■不動産

■フィットネス

■インターネット

等

［出展に関する問合せ先］ (株)イノベント（TEL：03-6812-9422 MAIL: expat_expo@innovent.co.jp）

併催イベント募集中
EXPAT EXPO TOKYO では、在留外国人の方々が参加できる様々な企画やイベントを募集しています。発表会、
大会、セミナー、体験教室などはもちろん、団体やコミュニティの会合等、外国人向けのイベントを企画されてい
る方は、ぜひこの機会をご活用ください。企画内容によっては展示会場内のスペースや会議室を無料にてご案内さ
せていただきます（スペースには限りがあります。
）
［イベントに関する問合せ先］ (株)イノベント（TEL：03-6812-9422 MAIL: expat_expo@innovent.co.jp）

＜「第 2 回 EXPAT EXPO TOKYO 2021」開催概要＞
イベント名 ：

第 2 回 EXPAT EXPO TOKYO 2021

会期

：

2021 年 11 月 5 日（金）
・6 日（土）

開催場所

：

東京都立産業貿易センター浜松町館（東京都港区海岸 1-7-1）

主催

：

EXPAT EXPO TOKYO 実行委員会

後援

：

外務省・港区・日本政府観光局(JNTO)・(一社)日本旅行業協会・
在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所・在日ベルギー・ルクセンブルグ商工会議所
在日英国商業会議所・在日ドイツ商工会議所

特別協力
： プラザホームズ(株)
メディアパートナー：(株)ジャパンタイムズ・ENGAWA(株)・カスタムメディア(株)
・ジャパンパートナーシップホールディングス(株)・(株)ジープラスメディア・
・(株)グローバルメディア・(株)マイス
運営事務局 ：

(株)イノベント（〒107-0062 東京都港区南青山 3-1-31 NBF 南青山ビル 2F）

公式 HP

https://expat-expo.jp/

：

尚、新型コロナウイルス感染症の拡大状況次第で開催変更の可能性があります。

【報道関係者様からのお問合せ先】
EXPAT EXPO TOKYO 実行委員会
事務局（(株)イノベント）
Tel: 090-1750-2875（担当：池）

Mail：v-expat@innovent.co.jp

展示会の事前取材、及び、展示会期中のご取材をご希望の報道関係者の方は、上記までご連絡ください。

Press Release
May 19, 2021
Innovent, Inc.

Fair for International Residents in Japan

2nd EXPAT EXPO TOKYO 2021
To be Held with Support of the Ministry of Foreign Affairs of Japan
Innovent, Inc. (President & COO: Masato Hori) will hold the 2nd EXPAT EXPO TOKYO 2021 at Tokyo
Metropolitan Industrial Trade Center on November 5th and 6th (Thu & Fri), 2021. (Official website:
https://expat-expo.jp/）

EXPAT EXPO TOKYO will expand in 2021
More than 2.8 million of foreign nationals are living, working, and studying in Japan (Statistics Bureau,
Ministry of Internal Affairs and Communications). Although the growth rate is temporarily slowing
down due to the COVID-19 spread, the number is likely to increase thanks to efforts by the
government and businesses including introduction of “specified skilled worker” visa, recruitment of
“highly skilled professionals”, and promotion of diversity. On the other hand, many foreign nationals
are facing difficulties in daily lives because of language and cultural barriers.
To respond to this situation, the 1st EXPAT EXPO TOKYO was held last year as a matching platform for
internationals and local businesses providing foreigner-friendly services, and welcomed a lot of foreign
nationals and their families. The two-day event will come back with a five times larger scale under the
support of the Ministry of Foreign Affairs of Japan, Minato City, Japan National Tourism Organization
(JNTO), Japan Association of Tourism Agents, and chambers of commerce in Japan.
＜Support＞

［Inquiry］ Innovent, Inc.（TEL：03-6812-9422

MAIL: expat_expo@innovent.co.jp）

Book your stand space
Application for EXPAT EXPO TOKYO 2021 is now open for all businesses aiming at international residents.
As an alternative for the shrinking inbound market due to COVID-19, This event will be a unique
opportunity to showcase your services and expand your brand recognition in the existing expat market
in Japan. The sale will end when all the stand has been sold.
Exhibits
■School / Education

■Housekeeping service

■Pet

■Dining

■Shopping

■Art / Hobby

■Beauty care

■Moving service

■Community

■Travel

■Cashless payments

■Real estate etc.

■Sport / Fitness

■Internet

■Medical / Hospital

■Legal service

［Inquiry］ Innovent, Inc.（TEL：03-6812-9422

MAIL: expat_expo@innovent.co.jp）

Events
Event space at EXPAT EXPO TOKYO is available for anyone who are planning events for foreign nationals
in Japan. Not only recitals, contests, seminars, workshops, but also closed meetings of your communities
and organizations are also welcome. Event space could be offered for free for some kinds of contents.
(Space is limited)
［Inquiry］ Innovent, Inc.（TEL：03-6812-9422 MAIL: expat_expo@innovent.co.jp）

＜Event Outline＞
Title

: 2nd EXPAT EXPO TOKYO 2021

Date

: November 5th (Fri.) & 6th (Sat.), 2021

Venue

: Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Hamamatsucho-Kan

Organizer

: EXPAT EXPO TOKYO Executive Committee

Support

: Ministry of Foreign Affairs of Japan, Minato City,
Japan National Tourism Organization (JNTO),
Japan Association of Travel Agents,
The Australian and New Zealand Chamber of Commerce in Japan,
The Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Japan,
The British Chamber of Commerce in Japan,
The German Chamber of Commerce and Industry in Japan

Special Collaboration

: PLAZA HOMES, LTD.

Management Office

: Innovent, Inc. (NBF Minami-Aoyama Bldg. 2F, 3-1-31, Minami-Aoyama,
Minato-ku, Tokyo 107-0062)

Official Website

: https://expat-expo.jp/
Changes are likely to happen according to the spread of COVID-19.

