
Invitation
Free admission with this ticket! (Normally 2,000 yen)

Festival for International Residents in Japan
EXPAT EXPO TOKYO 2O223rd What’s EXPAT EXPO TOKYO ?

We are looking for event organizer !

We welcome...
•International residents and families

•HR and general affairs representatives

2nd INTERNATIONAL JOB FAIR TOKYO 2022
第2回 インターナショナル ジョブフェア東京 2022 ～在留外国人・外国人留学生 転職・就職フェア～

Illustrations are images samples. Photos are from the last event.

expat@innovent.co.jp E-mail 03-3532-0131Tel EXPAT EXPO TOKYO 2022 SearchOrganizer : EXPAT EXPO TOKYO Committee（Innovent,Inc.）
2F, 3-1-31, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062 Japan

November 25 -26 ,2022Fri. Sat. 

Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center Hamamatsucho-kanVenue
10:00-17:00 (25 Fri.),10:00-16:00 (26 Sat.)Time

Enjoy this opportunity to taste world culinary culture as well as Japanese food and sake.
foreign embassies present their food culture! Enjoy also the special discount for the sales. 

Great chance to meet Municipality tourism association, travel agency, hotels etc.. 
and decide your next destination! 

Find expat-friendly services for your daily life.1

Explore your destinations at EXPAT TRAVEL FAIR.5

Housing, International school, Japanese language school, Nursery, Healthcare, 
Tailor made suit, monitor traveler,etc.

Kimono, T-shirts, Traditional Crafts, Gifts, Housewares ,etc.

High-quality Japanese products are on display,
some with special discounts. 

2

•Stamp collecting to get a prize! Have a look on web site to see our fancy gift.

Win prizes and get gifts. 7

•Japanese traditional games at Matsuri (Ennichi style) 

•Performances by professionals! Samurai performance and experience 
•Calligraphy experience 
•Special Photo booth for your SNS 
•Various presentations, performances, and work-shops by foreign embassies
•National costume fashion show
•Special Seminar : How to Purchase a Real Estate in Japan
•Shiatsu massage lesson with Japanese herbal tea
•Japan trivia quiz and game for kids with prizes
•Special seminar "Co-Living," a new type of home and lifestyle

Experience authentic culture. Enjoy workshops and presentations.6

WORLD FOOD FAIR by foreign embassies and more.3

Taste and get discounts for food, sake and etc...4

International flea market for international residents by international families! Looking for
your participation! (Only 100 spaces)  Good opportunity as an international exchange
and understanding for SDGs! You may ask BOOKOFF CORPORATION to
purchase your remaining items after the event on the spot.

Last call for exhibitors!

International flea market (Garage sale)

DATE: November 26(Sat)11:00 -14:00
VENUE: Hamamatsucho-kan
Exhibitfee: Free (Under the conditions)

(Venue of EXPAT EXPO TOKYO 2022)

同時開催
イベント
募集中！

出展社
最終
募集中！ Would you like to organize meeting, seminar,

or networking event for international residents.
We cloud offer you a space for free or with
a discounted price. (depends on the contents.) 

同時開催
Concurrent Exhibition

Free admission
with registration

外国人材を雇用する企業の人事・総務部門の方（日本の方も入場可能です）

日本在住の海外国籍の方、そのご家族

•AKASHI MEDETAIYA
  (NISHIAKASHIKOUGYOU Co., Ltd.)
•All Japan Relocation, Inc.
•Asahi Shuzo Sake Brewing Co., LTD.
•Beppu City Industry Collaborative
   Platform B-biz LINK
•Business World Corporation
•Code of the SAMURAI
•cross the border Co., Ltd
•DAISHICHI SAKE BREWERY CO., LTD.
•DAITO KENTAKU LEASING CO., LTD.
  (e-heya.net)
•Disaster Management Bureau, Cabinet Office
•DMC Japan by Knt
•Embassy of Afghanistan / AFGHAN SAFFRON
•Embassy of Bolivia / SudoWork
•Embassy of the Republic of Botswana
•Embassy of the Republic of Liberia　　
•Embassy of the United Arab Emirates　
•Embassy of the United Republic of Tanzania
•Embassy of Ukraine 
•Enplus Inc.
•Event Services, Inc.

•FUNERAL SUPPORT SERVICES Co. Ltd.
•Gero Onsen Tourism Association
•GINZA TAILOR GROUP CO., LTD.
•Global Media "delicious Japan"
•Global Trust Networks Co., Ltd.
•GoConnect
•HELMS Limited
•Hmlet Japan Co., Ltd.
•Horizon Career Advisor
•HYBRIDMOM NURSERY PRESCHOOL
•ICHIBA MOKKO CO., LTD.
•Inbound Platform Corp.
•Japan Partnership Holdings Inc. / Metropolis
•Japanese design calligrapher Fudemura
•Jijisake
•K2Company Inc.
•Kakurinshoja Co., Ltd.
•KAWABE SHOKAI CO.,LTD.
•KAWARAIKI CO., LTD．
•Kitakyushu　City
•KM Trading LLC
•Kyohashi Matsukin Store 
  (KIN-YOSHA PRINTING CO., LTD.)

•LEBANESE MINISTRY OF FOREIGN 
  AFFAIRS / WORLD LEBANESE CULTURAL 
  UNION JAPAN BRANCH
•Liberato
•LLC.Flower Rose
•MARUMO TAKAGI CO., LTD.
•MaSSC FUJICO Co., Ltd.
•MavivRe CO., LTD.
•Mexican Ministry of Agriculture          
•Minato City Tourism Poricy Subsection・
  City Promotion Subsection
•Minato International Association
•M-STUDIO
•NAGASAWABELT Industry Ltd.
•Nakayoshi Shoji Co., Ltd.
•NISHIMURA Precision CO., LTD.
•Odakyu Electric Railway
•OKUDA-MATAEMON-KO HONPO, Inc
•OMAKASE HELPER
•OMOTENASHI Selection
•PARFUM SYMPHONIE
•PLAZA HOMES
•Renaissance Project Co., Ltd.

•Shiga Lake Biwa
•Shingetsu News Agency
•Social Design Co., Ltd.
•Story of Sake, Ltd
•Sunrockhacci
•The Japan Times
•TOHSEN COMPANY Ltd.
•Tokyo Central Japanese 
  Language School, Inc.
•Tokyo Convention & Visitors Bureau
•Tokyo International Progressive School
•Tokyo Weekender
•TONESEISAKUSYO CO., LTD.
•Toppan Inc.
•TRAVEL GALLERY CO., LTD/ 
  AROUND JAPAN RV RENTAL
•TRYFULL Inc.
•Visa Application Support System 
  Mori & Niitsu Legal Visa Office
•Waho-An Nature Tokyo
•Wakana L.P.
•Yakatabune FUKAGAWA FUJIMI

List of exhibitors

協力：外務省／港区／日本政府観光局(JNTO)／（一社）日本旅行業協会／在日アメリカ商工会議所／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／在日スイス商工会議所

港区
MINATO CITY

In Cooperation With

Supported by 

Media Partners Sponsered By

Afghanistan Bolivia Botswana Lebanon
Liberia
Japan

Mexico Tanzania Ukraine United Arab Emirates

日本在住の外国人と
外国人雇用企業向け
BtoBtoC展示会

Pre-registration
required　
For details and application

Sponsered By

We still have a few exhibit space for you.
Also we can offer you a plan with online exhibit
and catalog installing. 
If you are interested, please feel free to contact us. 

(At the 27th Sep) *We expect more exhibitors

(Planned) 

and more



招待券

インターナショナル ジョブフェア 東京 2022第
2
回

～在留外国人・外国人留学生 転職・就職フェア～
2nd International Job Fair Tokyo 2022

Date and Time: Nov. 25 (Fri) 10am-5pm / Nov. 26 (Sat) 10am-4pm     Venue: Tokyo Metropolitan Industrial Trade Center HAMAMATSUCHO-KAN

会期 年 月 日 日
（金） （土）10:00-

17:00
10:00-
16:002022  11 25     •26 東京都立産業貿易センター浜松町館会場

かいき かいじょう
とうきょうとりつ さんぎょうぼうえき はままつちょうかん

外国人向けの生活支援を目的とした専門展示会【EXPAT EXPO】を同時開催
生活に必要なサービスが多数出展
日本各地の旅行先の魅力を発見できます。新設【EXPAT TRAVEL FAIR】
世界の食フェアを開催　日本と世界各国の食文化を理解できます。試飲や試食も多数あります
イベント、セミナーを多数開催

●

●

●

● ※本ジョブフェアの来場者はEXPAT EXPOにも無料で入場できます。

外国人材のための
専門ジョブフェアを

開催！

※イラストレーションはイメージです。　※写真は前回の会場での様子です。

inter@innovent.co.jp E-mail 03-3532-0131Tel インターナショナルジョブフェア Search事務局：（株）イノベント 〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31

在留資格、
日本語能力にかかわらず
どなたでも参加可能です。

外国人留学生（大学院生、大学生、専門学校生、日本語学校生）
外国人材の転職・就職希望者（現在日本および海外で就業中・就学中の方）
学校・教育機関、人材会社、外国人材を採用したい企業・団体（日本の方も入場可能です）

●

●

●

※２０２2年・２０２3年・２０２4年卒業予定、学校卒業済みの方など

企業向けサービスが多数出展

企業向けのセミナーも多数開催

外国人雇用協議会による交流会も開催

●

●

●

学生に本展の来場をお勧めください

企業や人材会社とネットワーク構築ができます

就職支援のための、先生向けセミナーも開催

●

●

●

企業の人事・総務の方へ 学校・教育機関の方へ

来場対象

外国人材を採用したい企業が多数出展！ 就職活動が効率的にできます

様々な強みを持つ人材会社も出展。一部の企業は、外国人が活躍する人材会社

として採用活動も行います。また、人材会社からあなたにあった企業を紹介してもらえます

就職アドバイスセミナーや先輩の就職体験談などを無料で聞けます 

就職なんでも相談所にて就職相談も可能です

●

●

●

●

※募集要項はWEBで後日公開（各社が展示会中に、会社説明、個別質問受付、エントリー受付、面談、インターン受付などを行います）

（多言語対応） 

● （学）麻生塾（麻生専門学校グループ）
● アデコ（株）
● (一財)JAPAN LEADINGEDGE FOUNDATION
● 茨城県外国人材支援センター
● WooGWay（株）
● ESUHAI CO., LTD
● エンプラス(株)
● （株）Oyraa
● （株）オリジネーター
● （一社）外国人雇用協議会
● （株）関東技研
● （株）エンジニアパートナー
● （株）海外人材タイムス
● （株）キャムテック
● （株）グローバルパワー / 
   外国人向け転職サイト「NINJA」
● （株）ケイエスケイ

● （株）ダイブ（宿泊業界の「外国人求人ナビ」）
● （株）ディスコ
● （株）ディッジ
● （株）ベネッセスタイルケア
● 行政書士明るい総合法務事務所
● 協同組合東京人材開発センター
● （株）グローバルトラストネットワークス
● （株）KJ Internacional
● （公社）東京都専修学校各種学校協会
● SUN（株）
● （株）ジェイ・オー・エヌ七二
● 駿河台学園　専門学校グループ
● 責任ある外国人労働者受入れ
  プラットフォーム（JP-MIRAI）
● Zenken Corporation（Yaaay
  ～Find Best Tech Jobs in Japan ～）
● 双日ライフワン（株）

● （株）成田空港ビジネス
● （株）ネオキャリア
● （株）Next Innovation
● ネッツトヨタ水戸（株）
● （株）東日本技術研究所
● （株）ヒューマンパワー
● フォースバレー・コンシェルジュ（株）
● （株）44-project
● ほっと保証（株）
● （株）Horizon Career Advisor
● （株）マイファーム
● （株）明光ネットワークジャパン
● ライクスタッフィング（株）
● RISE for Career（（株）ウイルテック）
● リクルーティング・ノーツ・コミュニケーションズ外国人材 採用・雇用サポートフェア【企業向け】新設　

9:40～
9:55

11:00～
11:45

12:00～
12:45

13:00～
13:45

14:00～
14:45

15:00～
15:45

16:00～
16:45

就職希望者向け① 高度人材
参加ガイダンス
（ブースの効果的な周り方）

オリジネーター

外国人に選ばれる企業になるために、
選ばれない企業の見分け方

ネオキャリア

10:10～
10:50

『先輩の成功例/失敗例から学ぶ！』
留学生向け面接対策５つのポイント

明光ネットワークジャパン

専門学校の留学生先輩による就職体験談・
パネルディスカッション

駿河台学園 専門学校グループ

なぜ外国人留学生が日本での就活に苦戦するのか 
～外国人留学生が就活で成功する方法～

ディスコ

外国人のためのビジネスマナー講座

オリジネーター

留学生が最高の会社と仕事を
見つける方法教えます

フォースバレー・コンシェルジュ

留学生の就活を
より良く進める為の第一歩

留学生団体 April

介護業界のプロフェッショナルを目指せ

ライクスタッフィング

外食業界ではたらくメリット徹底解説

Next Innovation

宿泊業界で日本の「おもてなし」を学ぼう

ダイブ

ベトナム語での特定技能ガイダンス
Hướng dẫn về kỹ năng đặc định bằng tiếng Việt

မြန်မာဘာသာဖြင့ ်အထူးကျွမ်းကျင်မှုလမ်းညွှန်

Panduan Pekerja Berketerampilan Khusus
dalam Bahasa Indonesia

ヒューマンパワー

ミャンマー語での特定技能ガイダンス

ASEAN HOUSE

外国人による日本での起業について

Oyraa

行列のできる外国人生活相談所について

外国人雇用協議会 生活・教育支援部会

指導の際に忘れちゃいけない
ポイント再確認

麻生塾（麻生専門学校グループ）

進路指導者の9割が誤解している
特定技能とは？

ヒューマンパワー

留学生が日本企業で『輝く』『活躍する』ために、
教育機関がするべき留学生サポートとは？

明光ネットワークジャパン

就労ビザ手続きの基礎
行政書士事務所つづけるサポート

桑田 優氏

TEAFN（外国人就労適性試験）・日本で働くための
やさしい教科書・外労士試験について
外国人雇用協議会 生活・教育支援部会

インド人最強エンジニアを採用する秘訣！？
～なぜインド人がGoogleなど世界のトップ
IT企業のCEOに選ばれるのか～

WooGWay

特定技能外国人の採用における
課題と対策

キャムテック

外国人社員の活躍・定着に向けた企業内教育・
受入れ体制作りのあり方について

明光キャリアパートナーズ

外国人スタッフ定着・活躍における
生活支援のあり方

グローバルトラストネットワークス

人事・総務必見。あなたの会社は大丈夫？
外国人適正雇用管理のチェックリスト
社員・特定技能社員・技能実習雇用
におけるガバナンス One Terrace

選ばれる日本に向けたJICA及び責任ある
外国人労働者受け入れプラットフォーム
（JP-MIRAI）の取り組み JP-MIRAI

就職希望者向け② 特定技能

当日先着順にて参加可能です。席に限がございますので、ご希望の方はお早めにお越しください。

就職希望者向け 就職希望者向け・企業向け

学校・教育機関向け 企業向け

9:40～
9:55

10:30～
10:45

11:00～
11:45

12:00～
12:45

13:00～
13:45

14:00～
14:45

参加ガイダンス
（ブースの効果的な周り方）

オリジネーター

日本での転職必勝法セミナー

グローバルパワー

元留学生が語る、
就職活動の成功例と失敗例

留学生応援スペシャルステージ

YouTuber VIETNAM KUN
(ベトナムくん)

『日本人学生も知らない！？』『できると就活で
差がつく！』留学生のためのビジネスマナー講座

明光ネットワークジャパン

外国人の為の働く為の在留資格について

明るい総合法務事務所　長岡 由剛氏

日本の機電系エンジニア業界についての
最新就職情報

オリジネーター

日本のWEB・IT業界についての
最新就職情報

Bon Zuttner

インドネシア語での特定技能ガイダンス

ASEAN HOUSE

【企業向け】外国人スタッフに向けた、
言語面のサポートについて

Oyraa

就職・転職をご希望の外国人の方へ

出展社一覧

外国人雇用協議会主催セミナー ※聴講無料25 日（金）

26 日（土）

しょうたいけん

各社の人材募集要項や、サービス詳細はWEBをご覧ください。
（10月下旬公開予定）

（9月27日現在）

（予定）

参加ガイダンスのみ事前申込制
※展示会WEB内よりお申込みください
※事前申込みいただいた方で当日先着50名様に
　図書カード1,000円分を進呈

参加ガイダンスのみ事前申込制
※展示会WEB内よりお申込みください
※事前申込みいただいた方で当日先着50名様に
　図書カード1,000円分を進呈

◉主催：インターナショナルジョブフェア実行委員会（事務局：株式会社イノベント）　◉共催：（一社）外国人雇用協議会
◉協力：（一社）外国人留学生高等教育協会／（公社）東京都専修学校各種学校協会／（一社）神奈川県専修学校各種学校協会／
　　　 （一社）千葉県専修学校各種学校協会／（一社）埼玉県専修学校各種学校協会／（一社）国際人流振興協会／
　　　 （一社）全国専門学校教育研究会／（一社）外国人材活躍推進協議会

東

東

東

：東京都専修学各種学校協会共催セミナー東

出展企業による会社説明会・PRセミナー
一部をご紹介。詳細は、WEBにて後日公開のイベントスケジュールでご確認ください。

（無料）

来場登録は
こちらから
就職を希望の方は
履歴書を
持ってきてください。

ITエンジニア大募集
8か国の外国人が活躍するIT会社 SUN 会社案内会社説明会

介護とは？特定技能とは？ベネッセスタイルケアとは？
ベネッセスタイルケア 会社案内会社説明会

外国人生活支援企業No,1のGTN
グローバルトラストネットワークス 会社案内会社説明会

外国人財を採用する方法
～母集団形成とダイレクトリクルーティングの活用～ ディスコ企業向け

選ばれる登録支援機関事業者へ Next Innovation登録支援機関向け

日本でIT関連の仕事に就く方法
How to land the right IT job in Japan:
using our English job search platform, Yaaay!

Zenken Corporation就職アドバイス

転職活動で注意すべきポイント
～日本の会社で働くためのノウハウ～ ワークポート就職アドバイス

外国人採用初心者でもすぐに使える！
利用企業が続々増えている「NINJA」のウラ側とは？

グローバルパワー
企業向け

東京都専修学校各種学校協会 セミナー学校・教育機関向け


