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外国人雇用協議会 会員

約78社の民間企業・公益法人・学校法人等が参画

（2020年8月17日現在）
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外国人活用支援サミット2021開催の背景

2018年度の入管法改正以降、日本企業の外国人雇用に対する意識が急速に高まりました。ただ、政府が当初に計画して

いた新在留資格「特定技能」の受入れ目標の達成には程遠く、外国人材の雇用と採用後の定着、教育研修、生活支援な

ど、運用面・実務面の諸課題も山積しています。また、新型コロナ対策で世界各国がロックダウン等の行動・移動規制

を続けて、世界的なコロナ不況に陥っています。日本においても、新型コロナ感染者数が増大し、日本政府は外国人の

入国を規制する水際対策を強化しており、外国人材の受入れは１年半に渡って壊滅的に滞っています。

日本社会を覆う大きな不安を払拭し、閉塞感を打破していくためには、イノベーションによる生産性向上と、女性・若

者・シルバー・障がい者・外国人など、様々な方々が活躍できる「ダイバーシティ」を推進していかなければなりませ

ん。特に、外国人材の受入れ・定着、外国人材も活躍できる社会の実現に向けては、現状やニーズなどを的確に把握し、

ウィズコロナ、アフターコロナも見据えて具体的な行動をとっていくことが不可欠です。

一般社団法人外国人雇用協議会は、新型コロナワクチンが普及し総選挙が終わる2021年11月には、コロナ水際対策も解

除され再び外国人の入国が再開されると予想しています。

長く続いた新型コロナ対策により、多くの業界は壊滅的打撃を被りました。特に外国人材を招くことを主業とする人材

業界や外国人サポート業界、教育業界はまさに青息吐息の状況です。リアルな人的交流やジョブマッチング、ビジネス

マッチングも長く途絶えており、あらゆる業界がアフターコロナを待ち望んでいます。

そのような中当協議会は、アフターコロナが始まる2021年11月を一大転換期と考え、「外国人活躍支援サミット2021」
「第1回インターナショナルジョブフェア東京2021」というリアルな大交流イベントを開催いたします。

本イベントは外国人の就職と活躍を支援する国内唯一無二の一大イベントです。外国人を採用したい企業、外国人材紹

介会社、監理団体、生活支援企業、学校関係者、そして就職したい外国人留学生、転職希望の日本在留外国人が集いま

す。

背景
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外国人活用支援サミット2021開催の目的

目的

弊協議会の創始者・初代会長の故 堺屋太一氏は生前、日本社会で活躍する外国籍の仲間を含む日本人を『次世代日

本人』と定義しました。異文化を尊重し合いながら外国籍の方々を仲間としてともに育む日本の社会づくりを目指

し、その旗振り役になることを目的に弊協議会は設立されました。

そして弊協議会は、その『次世代日本人』とつくる日本の未来に向けて、①政策提言、②日本社会への情報発信、

③外国人への教育推進、を展開しています。

今回開催する「外国人活躍支援サミット2021」では、外国人を採用したい一般企業向けに提案したいサービスを持

つ企業がブース展示およびセミナーを開催します。同時に著名人や外国人雇用・サポート分野のスペシャリストが

登壇する基調講演とパネルディスカッションを開催します。また夕刻には最大参加人数880名の大交流会を開催しま

す。

「第1回インターナショナルジョブフェア東京2021」では、日本在留外国人を採用したい一般企業や人材会社が、日

本在留外国人を選抜し、ジョブマッチングするためのブース展示・セミナー・就職説明会を開催します。また企業

向けサポートサービスコーナーと大学・学校紹介コーナーも併設します。

また同じ会場で「第2回 EXPAT EXPO TOKYO 2021」も同時開催され、会場来場者5,000人、オンライン参加者

5,000人の合計10,000人の参加を見込んでおります。

外国人活躍支援企業による国内最大級のイベント「第1回インターナショナルジョブフェア東京2021」 「第1回イン

ターナショナルジョブフェア東京2021」を共に盛り上げてまいりましょう！
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登壇者（講演・パネルディスカッション）

「外国人活躍支援サミット2021」登壇予定の著名人
・竹中平蔵氏
慶應義塾大学名誉教授

・ロバートフェルドマン氏
モルガン・スタンレーMUFG証券チーフエコノミスト

・岸博幸氏
内閣官房参与

・毛受敏浩氏
公益財団法人日本国際交流センター執行理事
「外国人材の受入れに関する円卓会議」事務局長

・宍戸健一氏
JICA上級審議役
「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」（JP-MIRAI）事務局

・佐々木聖子氏（オファー中）
出入国在留管理庁長官

・原英史氏
一社）外国人雇用協議会 代表理事 その他多数



会場 - 浜松町館 (概要) 開業： 2020年9月14日

浜松町・竹芝エリアに地上40階建てのオフィスタワー「東京ポートシティ竹芝」が誕生。
浜松町館はの主要な施設として、2階～5階にオープンした展示会・見本市、イベント、
セミナー、試験、会議の会場です。
(浜松町館サイトより)



 JR
浜松町駅(北口)から約350m 徒歩5分
浜松町駅(北口)から竹芝通り方向に出て竹芝桟橋方面
へ直進。

 東京モノレール
浜松町駅(北口)から約350m 徒歩5分
モノレール改札口を出て隣接する世界貿易センタービ
ルの正面玄関口を出て、右(竹芝桟橋)方向から竹
芝桟橋方面直進。

 ゆりかもめ(新交通)
竹芝駅から約100m 徒歩2分
竹芝駅改札口を出て西口出口から浜松町駅方面へ直進
 都営浅草線(地下鉄)
大門駅から約450m 徒歩7分
大門駅・浜松町方面改札からB2出口へ。地上へ出て
JR浜松町駅(北口)前から竹芝桟橋方面へ直進。
 都営大江戸線(地下鉄)
大門駅から約450m 徒歩7分
大門駅・浜松町方面改札からB2出口へ。地上へ出て

JR浜松町駅(北口)前から竹芝桟橋方面へ直進。

会場 - 浜松町館 (アクセス)



外国人活躍支援サミット2021と同時開催



開催概要(予定) https://inter-jobfair.jp/

名 称 ： 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～

主 催 ： インターナショナルジョブフェア実行委員会

共 催 ： 一般社団法人外国人雇用協議会

協 力 ： 公益社団法人東京都専修学校各種学校協会

一般社団法人外国人留学生高等教育協会

一般社団法人国際人流振興協会

一般社団法人全国専門学校教育研究会

一般社団法人外国人材活躍推進協議会

会 期 ： 2021年11月5日（金）6日（土） 10:00~17:00 土曜のみ16:00終了
会 場 ： 東京都立産業貿易センター浜松町館

併催企画 ： 外国人雇用協議会主催外国人活躍支援サミット2021 （企業向け）

外国籍人材の転職・就職アドバイスセミナー（一般向け）

合同企業説明会

同時開催 ： 第2回 EXPAT EXPO TOKYO 2021 ~日本在住の外国人向け専門展~



インターナショナルジョブフェア出展状況
（8月18日現在、順不同）

◆合計１９社
企業・団体名 プラン カテゴリ

(一社)外国人雇用協議会 A 人材サービス

(株)ディスコ A 人材サービス

(株)グローバルトラストネットワークス B 人材サービス

ミャンマー・ユニティ B 人材サービス

(株)エンジニアパートナー B 採用企業

日の丸交通(株) B 採用企業

(株)リクルーティング・デザイン B 人材サービス

(株)グローバルパワー B 人材サービス

(株)YOLO JAPAN B 人材サービス

SUN(株) B 採用企業

(株)オリジネーター C 人材サービス

(株)ヒューマンパワー C 人材サービス

行政書士明るい総合法務事務所 C 企業サポート

(株)明光ネットワークジャパン C 人材サービス

(株)ダイブ C 人材サービス

リフト(株) C 人材サービス

(株)One Terrace C 人材サービス

Commtech Asia Japan株式会社 C 採用企業

ミャンマー・ユニティ D 学校

さっそく続々と出展申込が寄せられております。



EXPAT EXPO（エキスパットエキスポ）は日本唯一の日本在住の

外国人向け専門展・セミナー・お祭りです。https://expat-expo.jp/

日本で初めて昨年11月に第１回目を開催、69の団体・事業者（不動産、教育

、 語学学校、生活サポートサービス、ショッピング、観光事業者、自治体な

ど） が出展し、1,082名が参加、盛大に開催。

EXPAT EXPO東京 2021と同時開催、かつ、相互入場可能にすることで、EXPAT EXPO
にご来場される方々（在留外国人および外国人を雇用する企業の人事・総務担当者）に

、 インターナショナルジョブフェア東京2021にもご来場いただきます。

同時開催展 – EXPAT EXPO TOKYO 2021
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日本唯一の日本在住の外国人向け専門展・セミナー・お祭り

（不動産、教育、語学学校、生活サポートサービス、ショッピング、観光事業者、自治体など）

合計69社が出展
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併催展 – EXPAT EXPO TOKYO 2021
・日本文化を楽しんでいただくイベントやプレゼンテーション

・企業の人事・総務向けセミナー

13

も同時開催



エキスパットエキスポ の 出展申込企業
(8月18日現在、順不同)

◆現在７２社 今後のお申込みと共同出展社のご登録でさらに増えます

＜生活サポート＞

●港区 ●プラザホームズ(株) ● (株)東京リースコーポレーション ●大東建託リーシング(株) ●PBI(株) ●Oyraa

●テンプル大学ジャパンキャンパス ●(株)東京中央日本語学院 ●コトワールド(株) ●(同)不二咲 ●ENGAWA(株)

●(株)グローバルトラストネットワークス ●ソルバーネットワーク(株) ●(株)ジャパンタイムズ ●(株)ジープラスメディア

●オークウッド・プロパティー・マネジメント・サービス東京(有) ●(株)ビジネスワールド社 ●Ivy Prep International School

●(株)リレーション・ジャパン ●ジャパンパートナーシップホールディングス(株) ●(同)Flower Rose ●(株)YOLO JAPAN

＜日本製品・ショッピング＞

●旭酒造(株) ●(株)ショープル (ドメーヌ・ヒデ) ●(株)東染 ●(株)北井企画 ●(株)楽家●ゆすのきコレクション

●中川ジャパン(株) ●おもてなしセレクション ●SAKE Generation(株) ●自遊自裁(株) ●(株)ミューテック35

●JAT(株) ●ライト・イア合同会社 ●Add和！TOKYO(株) ●(株)enne ●(有)シンメ ●太洋(株) ●神楽フィースト(株)

●ひさだアートインダストリー(株) ●(株)ユニフォームネット ●(株)フタバ ●(株)アシストエリア ●(合)アルチザン

●(有)日の出屋製菓 ●(株) 箕輪漆行 ●OFFICE OTAKA

＜観光＞

●小田急電鉄(株) ●(株)近畿日本ツーリストコーポレートビジネス ●(公社)静岡県観光協会 ●(一社)長野県観光機構

●滋賀県 ●島根県 ●福井県 ●(一社)白馬村観光局 ●(一社)下呂温泉観光協会 ●HAKUBA HOTEL GROUP

●(公社)びわこビジターズビューロー ●(公財)北九州観光コンベンション協会 ●(一社)渋川伊香保温泉観光協会

●鰺ヶ沢白神グリーンツーリズム推進協議会 ●(一社)別府市産業連携・協働プラットフォームB-bizLINK ●(株)下町ップロ

●(公財)岐阜観光コンベンション協会 ●沼田市海外販路開拓支援事業推進協議会 ●(一社)片品村観光協会

●(一社)美しい伊豆創造センター ●(公財)するが企画観光局 ●(株)K2カンパニー ●(一社)Code of the SAMURAI



開催背景

 EXPAT EXPOご来場者から、ぜひ職に関する出展社を集めてほしいとのご
要望を数多くいただきました

 EXPAT EXPO 開催後、転職先を探す外国人や、外国人留学生からも就職先
を肌で感じられるリアル展開催のご要望が多数寄せられました

 各企業からも、現状新たに入国してくる外国籍人材がほとんどいない中、
日本に住んでいる方を対象に採用活動を行いたいの声をいただきました。

外国籍人材に特化した大規模なリアルの就職フェアが開催され
て いないこと、また、外国籍人材の活用がますます進む中、
多数の要望に応え、開催を決定しました！
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出展社・来場者 BtoC・BtoBの双方が可能！

来場者

●外国籍人材を採用したい
企業・団体・自治体（BtoC目的）

●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
（BtoC・BtoB目的）

＜特設コーナー＞

◆企業向けサポートサービスコーナー
※企業向けの採用・雇用に関わる
サポートサービスが出展（BtoB目的）

◆大学・学校紹介コーナー
※外国人留学生の就職支援をしたい
学校が生徒募集と企業向けにPR・提携提案

（BtoB・BtoC目的）

出展社
●外国籍人材の転職・就職希望者
●外国人留学生
（2022年卒業予定、2021年卒）

●外国籍人材の就職支援をしたい
学校・教育機関・団体

●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

●外国籍人材を採用したい
企業・団体・自治体 など
※上記の方々で主に
①日本ですでに就業している方
②日本の学校を既卒・卒業見込みの方
③最低限のコミュニケーションを日本語で
取れる方

を対象としています。

など



隣接説明会会場のプレゼンテーション枠もご用意しています。

貴社ニーズに合わせて中途採用・新卒採用のどちらも可能

ブース内プレゼン、企業説明、個別面談など目的に合わせた

活動を行うことができます。

2

3

出展のメリット

4

転職・就職を希望する外国籍人材が多数来場！

効率的に採用活動ができます。

下記２つのコーナーも特設。サービスや学校も出展可能です。

・企業向け サポートサービスコーナー・大学・学校紹介コーナー

5
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来場者動員目標：5,000人 (同時開催展含む)

<来場者内訳想定>

◆外国籍の社会人 1600名
（高度外国人材、
技術・人文知識・国際業務外国人、
特定技能外国人など)

◆ビジネス関係者 1800名
・企業(人事・総務部など)1700名
・学校・団体 100名

◆外国人留学生 1600名
・大学生・大学院生 600名
・専門学校生 600名
・日本語学校生 400名



来場者プロモーション計画
1. 外国人雇用協議会 理事社・会員社からの幅広い告知

各社のネットワークを通じて、下記の方々総計30万人に案内いたします。

2. 著名人による基調講演・パネルディスカッション・
各種セミナー開催による来場誘致
下記の内容にてセミナーを構築

・企業の
人事・総務部

・在留外国人
・大学
・専門学校
・日本語学校

・企業の人事・総務部向けセミナー

・新卒向け 就職アドバイスセミナー

・転職者向け就職アドバイスセミナー

・企業説明会

・学校関係者向けセミナー



来場者プロモーション計画
3. 大使館・各国商工会議所を通じた来場誘致
・全大使館の職員配布用に案内を送付
・港区大使館等連絡者会議を併催、各大使館からの案内を依頼
・下記のEXPAT後援商工会議所からWEB、メール配信を通じて案内

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



来場者プロモーション計画
4. 在留外国人向け専門メディア露出による来場誘致

各媒体のWEB・記事・広告を通じて、在留外国人にご案内します。

“Metropolis”
magazine

“Tokyo Weekender” 
Magazine

“the Japan 
Times”

＜前回同時開催展案内例＞

上記のほか、各言語の専門媒体での来場誘致も行ってまいります。



来場者プロモーション計画
5. 大学・学校の外国人留学生への来場告知・チラシ配布

・下記協力団体より案内

・関東の国立大学21校の留学生支援室・キャリアセンターへ
DM・電話がけ・一部訪問

東京大学 東京工業大学 一橋大学 東京外国語大学

電気通信大学 東京学芸大学 東京農工大学 筑波大学

横浜国立大学 東京芸術大学 お茶の水女子大学

政策研究大学院大学 総合研究大学院大学 など

(公社)東京都専修学校各種学校協会 会員323校

(一社)全国専門学校教育研究会 会員258校

(一社)国際人流振興協会

(一社)外国人留学生高等教育協会 会員199校 (一社)外国人材活躍推進協議会



来場者プロモーション計画
5. 大学・学校の外国人留学生への来場告知・チラシ配布

・関東の私立大学232校の留学生支援室・キャリアセンターへDM

・東京都内私立大学へ留学生支援室・キャリアセンターへ電話がけ

・港区近辺を中心に有力大学留学生支援室・キャリアセンターへ直接訪問
東京大学 東京工業大学 一橋大学

慶應義塾大学 早稲田大学 青山学院大学 明治学院大学

芝浦工業大学 政策研究大学院大学 など

・関東の専門学校・日本語学校へDMを送付、関係者より直接コンタクト

・出展学校からの学生への案内協力 ポスター掲示、チラシ配布、メール配信など



来場者プロモーション計画
6. 事務局保有データへのDM・メール配信

・企業の人事部宛にDM
・企業の人事部宛に定期的なメール配信
・在留外国人向けの定期的なメール配信

7. SNSを利用した来場動員
事務局、協力団体・事業者、各国のコミュニティなどから

8. 出展企業・団体からのご案内

9. EXPATEXPOでの企画の併催と
企画主催団体からの外国人へのご案内
侍パフォーマンス、侍体験企画、着物着付け体験、書道体験
万華鏡制作体験、日本酒・ワインの試飲体験、ファッションショー など

※EXPAT EXPOとインターナショナルジョブフェアは相互入場可能です
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ブース出展のご案内
<11月5日（金）10:00～17:00、6日（土）10:00～16:00> 

【募集対象】 （リアル展示のみ）

・外国人を採用したい一般企業向けに提案したい

サービスを持つ企業

・外国人を採用したい一般企業

・外国人を採用したい人材会社
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出展プランと料金（税抜）

プランA
・出展ブース２小間(6ｍ×3ｍ、ブース装飾込み）

・企業説明会プレゼンテーション枠 15分
・オンライン展示 1年間（予定）

プランB
・出展ブース１小間(3ｍx3ｍ、ブース装飾込み）

・オンライン展示 1年間（予定）

プランC
・ミニブース１小間(2ｍx2ｍ、ブース装飾込み）

・オンライン展示 1年間（予定）

プランD
※大学・専門学校のみ、学生に案内を条件

・学校ブース１小間（１.5ｍ×1.5ｍ、ブース装飾込み）

・オンライン展示 １年間（予定）
→レイアウトは次ページ以降をご参照ください

*写真は参考例です。
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● プランA ● プランB
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● プランC ● プランD
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4階 ジョブフェアフロア 会場レイアウト

A・Bプラン用 55小間 Cプラン用20小間 Dプラン用
10小間

企業向けサポートサービス
コーナー （ BtoB 専用 ）

大
学
・
学
校
コ
ー
ナ
ー

一般（採用企業・人材会社）エリ
ア



出展におけるご連絡事項・ご注意事項

21

※出展料金は展示会開催２日間の料金です。

※追加のスペースは１小間（３ｍ×３ｍ）あたり¥250,000（税抜、外国人雇用協議会
会員様向け特別割引）で手配できます。

※下記のオプションをご用意しております。 （税抜）
・公式HPバナー広告 ¥100,000 ・説明会枠 ¥100,000
・会場案内図広告 ¥50,000 ・カタログ設置 ￥30,000 ・ポスター展示 ￥30,000

※EXPAT EXPOおよびインターナショナル ジョブフェアの両展にご出展いただく場合は
EXPAT EXPOの料金を３０％割引させていただきます。

※ブース内では、プレゼン、個別説明、面談を任意に可能です。

装飾内の備品は自由に移動・配置変更可能です。備品・機材等が追加で必要な場合
、 お持ち込みいただくかレンタルのご手配をお願いいたします。

※来場者とのマッチングをより図るため、
「新卒、中途向け」「対象言語」「対象国籍」「対象職種」など皆様のニーズに
合わせた採用像を、ブース・配布物・WEB掲載情報にわかるように表記ください。

※小間位置は事務局にて決定いたします。

※出展せずに、来場者へお声がけされることはご遠慮ください。
また、出展ブース以外の場所にて、来場者へお声がけされることもご遠慮ください。



外国人雇用協議会会員様向け特別割引（税抜）

プランA 80万円→ 56万円 ※30％割引

・出展ブース２小間(6ｍ×3ｍ、ブース装飾込み）

・企業説明会プレゼンテーション枠 15分
・オンライン展示 1年間（予定）

プランB 45万円→ 30万円 ※約33％割引

・出展ブース１小間(3ｍx3ｍ、ブース装飾込み）

・オンライン展示 1年間（予定）

プランC 24万円→ 14万円 ※約42％割引

・ミニブース１小間(2ｍx2ｍ、ブース装飾込み）

・オンライン展示 1年間（予定）

プランD 8万円→ ４万円 ※50％割引

※大学・専門学校のみ、学生に案内を条件

・学校ブース１小間（１.5ｍ×1.5ｍ、ブース装飾込み）

・オンライン展示 １年間（予定）
*写真は参考例です。

※８月末までのお申込みに割引料金を適用させていただきます。

外国人雇用協議会入会予定の方にも会員特別割引を適用いたします。
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＜お申込み方法＞

下記会員様専用申込書をご記入の上、メールにて展示会事務局に送付ください。

●専用申込書 → https://expat-expo.jp/uploads/20210617103700.pdf
●メールアドレス： inter@innovent.co.jp

＜お問合せ先＞

主催：インターナショナル ジョブフェア実行委員会

展示会事務局：（株）イノベント 担当：市村・宮崎

住所：〒107-0062 東京都港区南青山3-1-31 NBF南青山ビル2F
電話番号：03-6812-9422

22
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セミナー登壇・就職説明会開催のご案内
【日時】 11月5日（金）10:00～17:00

6日（土）10:00～16:00 からお選びください

【セミナー開催方法】

リアルおよびオンラインのハイブリッド開催

オンライン視聴はzoomとYouTubeLive同時中継

【就職説明会開催方法】 会場開催のみ

【登壇費用】会員10万円、非会員20万円（税別）

【募集対象企業】

①企業向けセミナー・・・・・外国人を採用したい一般企業向けに

提案したいサービスを持つ企業様

②外国人向けセミナー

③外国人向け就職説明会

外国人採用企業・人材会社・

支援会社・教育機関様が

外国人求職者に向けて開催
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基調講演・パネルディスカッション・
セミナー・就職説明会 について

基調講演・パネルディスカッション セミナー 就職説明会

日時 2021年11月5日(金) 11:00～17:00
2021年11月5日(金) 10:00～17:00

6日(土) 10:00～16:00 
からお選びください

場所 東京都立産業貿易センター浜松町館、およびオンライン(zoomとYouTubeLive同時中継)

登壇者
著名人・

外国人活躍に関わるキーパーソン・
スペシャリスト・有識者

外国人を採用したい一般
企業向けに提案したい
サービスを持つ企業様

外国人採用企業・
人材会社・支援会社・

教育機関様

参加者・
視聴者

外国人採用企業・外国人活躍支援企業・人材会社・
特定技能登録支援機関・技能実習監理団体など

日本在住の外国人
留学生・転職希望外国人

登壇申込み

アンケートに登壇希望の旨、記入ください。

または下記Webサイト
または右のQRコードより
お申込みください。

https://jaefn.or.jp/contact/

公式サイト https://jaefn.or.jp/summit_top/

募集対象外
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11月5日（金曜）タイムテーブル（基調講演
・パネルディスカッション・大交流会）

11:00 - 11:10 オープニング

11:10 - 12:00 基調講演

13:00 - 14:10 パネルディスカッション

13:00 - 14:10 パネルディスカッション

13:00 - 14:10 パネルディスカッション

16:50 - 17:00 エンディング

17:15 - 19:00

大交流会（最大人数880名、参加費5,000円）

下記ウェブサイト
または右のQRコードより
お申し込みください。
https://bit.ly/3Am1aLW
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著名人多数
登壇予定

https://bit.ly/3Am1aLW
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登壇者（講演・パネルディスカッション）

「外国人活躍支援サミット2021」登壇予定の著名人
・竹中平蔵氏
慶應義塾大学名誉教授

・ロバートフェルドマン氏
モルガン・スタンレーMUFG証券チーフエコノミスト

・岸博幸氏
内閣官房参与

・毛受敏浩氏
公益財団法人日本国際交流センター執行理事
「外国人材の受入れに関する円卓会議」事務局長

・宍戸健一氏
JICA上級審議役
「責任ある外国人労働者受入れプラットフォーム」（JP-MIRAI）事務局

・佐々木聖子氏（オファー中）
出入国在留管理庁長官

・原英史氏
一社）外国人雇用協議会 代表理事 その他多数



11月5日（金曜）セミナー・就職説明会
タイムテーブル

セミナー
（リアルとオンライン同時開催）

就職説明会
（リアルのみ開催）

10:00 - 10:50 （登壇者募集中） （登壇者募集中）

11:00 - 11:50 （登壇者募集中） （登壇者募集中）

13:00 - 13:50 （登壇者募集中） （登壇者募集中）

14:00 - 14:50 （登壇者募集中） （登壇者募集中）

15:00 - 15:50 （登壇者募集中） （登壇者募集中）

16:00 - 16:50 （登壇者募集中） （登壇者募集中）
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11月6日（土曜）就職説明会タイムテーブル

セミナー
（リアルとオンライン同時開催）

就職説明会
（リアルのみ開催）

10:00 - 10:50 （登壇者募集中）

11:00 - 11:50 （登壇者募集中）

13:00 - 13:50 （登壇者募集中）

14:00 - 14:50 （登壇者募集中）

15:00 - 15:50 （登壇者募集中）

16:00 - 16:50 （登壇者募集中）

土曜日のため

開催いたしません
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質疑応答
アンケートにご協力をお願いいたします。
本説明会の資料ご希望の場合も
アンケート↓ にご記入ください
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展示会開催予定状況①

展示会は、各会場とも開催できる状況が続いており、
今後も続々と開催が予定されています（全て実施予定）

＜パシフィコ横浜＞
• 7月17日(土)～9月12日(日) 恐竜科学博2021＠YOKOHAMA

• 9月2日(木)・3日(金) 東京フードテクノロジーウィーク2021

• 9月15日(水)・16日(木) 賃貸住宅フェア／リフォーム産業フェア2021

＜東京ビッグサイト＞
• 9月13日(月)～15日(水) ダイエット＆ビューティーフェア2021

• 9月20日(日) COMITIA（自主制作漫画誌展示即売会）

• 9月29日(水)～10月1日(金) スマートエネルギーWEEK秋

＜インテックス大阪＞
• 8月17日(火)～20日(金) 下水道展’21大阪

• 8月25日(水)～27日(金) バリアフリー2021／慢性期医療展2021

／看護未来展2021

• 8月26日(木)・27日(金) 防犯防災総合展2021

／建築材料・住宅設備総合展2021 等

• 9月8日(水)・9日(金) 第71回外食産業フェア

• 9月9日(木)～11日(金) 第20回管工機材・設備総合展OSAKA2021

• 9月15日(水)・16日(木) 第6回国際コインランドリーEXPO2021

• 9月18日(土)～20日(月) Pet博2021大阪

• 9月25日(土)・26日(日) 大阪キャンピングカーフェア2021

• 9月29日(水)～10月1日(金) [関西] ジャパンビルド



＜東京都立産業貿易センター浜松町館＞
• ブレークスルー テクノロジーコース ８月20(金)～22(日)

• あか・あお・きいろ 子供服合同展示会 ８月24(火) ～26(木)

• あさがくナビの就職博 ８月25(水)～26(木)

• 就活だよ！全員集合！！ ８月27(金)

• 第9回 ＶＲフェス2021  ８月28(土)

• 東京スピフェス in 浜松町館 ８月29(日)

• クローバー就職フォーラム 合同企業説明会 9月4(土) 

• 家具メッセバザール in TOKYO 浜松町館 9月4(土)～5(日)

• 東京ダンス選手権 社交ダンス競技会 9月5(日)

• 第８回 物流業界インターンシップ東京 9月6(月)

• 中小企業 新ものづくり・新サービス展 出展者説明会 9月8(水)

• エースファミリーセール カバン、ハンドバッグ、財布、トラベル 9月10(金)～11(土)

• ドールショウ６４秋 9月12(日)

• 第６回 オーガニックライフスタイルEXPO2021  9月16(木)～18(土)

• TOP企業 インターンシップ＆業界研究LIVE  9月19(日)

• 東京展示会 9月21(火) ～22(水)

• ブレークスルーテクノロジコース セミナー 9月24(金)～26(日) 

• 在日外国人国際ビジネス交流展示会 9月24(金)～25(土)

• 障がいのある方のための「サ～ナ就職フェスタ」面談会 9月25(土)

• 昆虫、爬虫、珍獣フェア！！ 9月26(日)

• 第108回 JTOフェア 9月27(月)

• Formnext Forum Tokyo 2021 9月28(火)～29(水)

「感染症対策」 と 「経済活動」 の両立が求められています。

展示会開催予定状況②
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