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Organizer: EXPAT EXPO TOKYO Committee (Innovent, Inc.) KD Minami-Aoyama Bldg. 2F, 3-1-31, Minami-Aoyama, Minato-ku Tokyo TEL: 03-6812-9422 Mail: v-expat@innovent.co.jp

日本在住の外国人向け専門展・セミナー・お祭り
Fair, Seminar, and Trade Show for International Residents in Japan

Free Admission  来場無料 !

Fun events, giveaways
and prizes!!  来場特典やイベント多数 !

For
International
Residents

in cooperation with

sponsored by

media partners

Keep up to date with exhibit profile, giveaways and events 

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／在日フランス商工会議所
在日ドイツ商工会議所／在日ポーランド商工会議所

What’s EXPAT EXPO TOKYO ?

来場無料！
！

Free
Admission!!

で
、こ
ん
な
こ
と
が
で
き
ま
す
！

EXPAT EXPO

お問合せ | Contact
事務局：(株)イノベント　担当：宮崎・池
E-mail: expat_expo@innovent.co.jp Tel: (+81) 03-6812-9422

SAVE
The

DATE!

生活に必要なサービスが出展　法人契約も可能 
Find expat-friendly services for your daily life.
不動産、教育、ベビーシッター、ヘルスケア、交通、レストランなど
Real estate, Education, Child care, Healthcare, Transportation, Restaurants, etc.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本の観光地の魅力を発見  Explore travel destinations.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本の食やお酒、商品を特別割引価格で購入
Get discounts for food, sake, and other products.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

日本文化を体験  Experience authentic culture.
侍パフォーマンス・縁日・三味線・書道体験・きもの着付け体験など（予定）
Samurai performance, Japanese `Ennichi' game stalls, Shamisen concert, 
Calligraphy experience, Kimono waring experience, and more! (TBD)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

セミナーやプレゼンテーションを開催
Enjoy workshops and presentations.
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

豪華景品があたるスタンプラリーや
出展各社がプレゼントを用意
Win prizes and get gifts.

ぜひご来場ください！ 
※出展社やセミナー・イベント情報はWEBをご覧ください。９月公開予定です。
*Visit our website for more information. Exhibitor list and schedule will be available in September.

https://expat-expo.jp/
1-7-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-7501
5-minute walk from JR Hamamatsucho Station (north exit)ACCESS●来場対象/Visitors

1. 日本在住の海外国籍の方
International residents and family

2. 外国籍人材を雇用する企業の人事・総務部門の方
HR and general affairs representatives

★出展社募集中！ ご興味ある方は事務局までご連絡ください。
第1回 インターナショナルジョブフェア東京2021　
（在留外国人・外国人留学生 転職・就職フェア）
1st International Job Fair Tokyo
https://inter-jobfair.jp/

同時
開催展



インターナショナル ジョブフェア東京 2021 ～在留外国人・外国人留学生 転職・就職フェア～

主　催： インターナショナル ジョブフェア実行委員会
Organizer : International Job Fair Committee　
共　催： 一般社団法人 外国人雇用協議会
Co-Organizer : The Japan Association for the Employment of Foreign Nationals
協　力： 公益社団法人 東京都専修学校各種学校協会
In Cooperation with ：Metropolitan Tokyo Professional Institution Association
 一般社団法人 外国人留学生高等教育協会 
  ： Association for Higher Education of International Students
 一般社団法人 国際人流振興協会
  ： International Person Exchange Support Association
 一般社団法人 全国専門学校教育研究会
  ： Zenkoku Senmongakko Kyoikukenkyukai
 一般社団法人 外国人材活躍推進協議会
  ： for Foreign Student to Play the Active Part in Japan

〈出展社〉　Exhibitors
●外国籍人材を採用したい企業・団体・自治体　Companies
●人材紹介会社・転職支援会社・転職エージェント・人材派遣会社　など　Recruitment agencies, staffing agencies
〈特設コーナー〉=Special Area=
●企業向け サポートサービスコーナー　Support service area for companies
●大学・学校紹介コーナー　University and language school area

〈来場者〉　Visitors
●外国籍人材の転職・就職希望者　International residents who are looking for a job, including who are
    willing to do career change.
●外国人留学生（2022年卒業予定・2021年卒、2023年卒業予定など） International students.
●外国籍人材の就職支援をしたい学校・教育機関・団体　Educational institutions 
●外国籍人材紹介会社・転職支援会社・転職エージェント・人材派遣会社　Employment agencies
●外国籍人材を採用したい企業・団体・自治体　Companies.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

第1回

出展社最終募集中 出展にご興味のある方は事務局までご連絡ください。
The deadline for exhibiting is coming up soon!　If interested in exhibiting, please advise asap! 
　　　　　　　    事務局：(株)イノベント　担当：宮崎・池　E-mail: inter@innovent.co.jp  Tel: (+81) 03-6812-9422 

https://inter-jobfair.jp/

1st International Job Fair Tokyo
2021 Job Fair for International Residents and Students

ぜひ
ご来場ください
Please Visit! 
来場無料
Free

Admission

会　期：２０２１年１１月５日（金）６日（土）
Date and Time : Nov. 05-06, 2021 (Fri. & Sat.) 10:00 a.m. -5:00 p.m.
会　場：東京都立産業貿易センター浜松町館
Venue : Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center HAMAMATSUCHO-KAN
併催企画：一般社団法人 外国人雇用協議会主催　外国人活躍支援サミット2021
　　　　　外国籍人材の転職・就職アドバイスセミナー
Concurrent Events :  Support for Foreign Naitonals Summit 2021
 (organized by The Japan Association for the Employment of Foreign Nationals)
 Career change and employment seminars (for foreign nationals)
同時開催：第２回 EXPAT EXPO TOKYO ～日本在住の外国人向け専門展・セミナー・祭り～
Concurrent Exhibition : 2nd EXPAT EXPO TOKYO 2021
　　　　　　　　　　　　　　～Exhibitions, Seminars, and Events for Internationals in Japan～

〈転職・就職をご希望の方〉 
●外国籍人材を採用したい企業が多数出展
●企業説明会の参加、個別相談、エントリー受付、面談などが可能！
●就職アドバイスセミナーも同時開催
●人材紹介会社への登録や、紹介会社への個別相談も可能
●同時開催展　エキスパットエキスポで日頃の生活支援サービスの比較検討や
　ショッピング、レジャー情報収集ができます。

=For International Residents looking for Job=
●Many booths of companies that are interested in employing foreign nationals.
● Possible to participate in the company information sessions, individual consulting, apply with
　 entry sheet, and interviews!
● Seminars on employment advise are held as well. 
● Possible to sign-up for employment agencies and take individual counseling.
● Entry to the concurrent event, EXPAT EXPO TOKYO 2021, without registration is also possible.
　 Get information of goods and services for foreign nationals and enjoy the events! 

〈企業の人事・総務部の方〉
●採用・雇用に関わる企業向けのサポートサービスが出展
●採用・雇用に関わるセミナーも同時開催
●大学・学校との提携やコネクションも作れます
●同時開催展　エキスパットエキスポで、法人契約対象として、様々なサービスの比較検討・情報収集ができます。

=For HR and GA staffs from companies=
● Booths of support services for companies to employ foreign nationals.
● Seminars for companies related to employ foreign nationals.
● Possible to get connected with universities and
 　vocational schools directly.
● Entry to the concurrent expo, EXPAT EXPO TOKYO 
　 2021 without any registration is possible, and you can 
　 get and compare information of goods and services 
　 for foreign nationals subject to business contracts.

1-7-1 Kaigan, Minato-ku, Tokyo 105-7501
5-minute walk from JR Hamamatsucho Station (north exit)ACCESS

お問合せ |  Inquires


