
2022.9.16 19金 月 祝

10:00 -21:00  ＊9/16は11:00- 開催
※開催時間及び内容は予告なく中止・変更となる場合がございます。※画像・写真はイメージです。※一部有料コンテンツが含まれます。

先端と文化が融合する体験型複合施設 HANEDA INNOVATION CITY特別企画

HANEDA SMART CITY EXPO 2022/Autumn @HANEDA INNOVATION CITY

羽田みらい開発株式会社

主催 : 羽田みらい開発株式会社 　   協賛：城南信用金庫 　  後援：大田区

イベントの最新情報は
公式ホームページをチェック！
イベントの最新情報は
公式ホームページをチェック！

羽田イノベーションシティ



その他 
豪華賞品も！！

東京モノレール/京浜急行電鉄

天空橋駅 HICity口直結

ACCESS

駐車場 190台（うち急速充電2台、車椅子用1台）
駐輪場 620台（コミュニティサイクルポート有り）

東京都大田区羽田空港一丁目1番4号

※当日分が終了した場合には、ご希望に添えない場合がございます。

9/16（金）11:00 - 17:00、  9/17（土）-19（月）10:00 - 17:00

公式HPからもSNS
にアクセスできます

HICity公式SNSキャンペーン
❶・❷のいずれかを達成すると、先着300名様にHICity限定グッズをプレゼント！
❶HICityの公式LINEアカウントを友だち追加
❷公式SNSアカウント（Facebook,Twitter,Instagram）をフォローし、
　#hicityまたは#羽田イノベーションシティを付けて写真を投稿
　＊実施いただいたら、総合受付（スクエアカフェ｜zone J/2F）までお越しください。

http://www.hps-co.jp/haneda/12566/

詳しいご案内、お申込みは
コチラ ▶▶▶

詳しいご案内 ▲ ▲

お申込みはコチラ

事前予約、詳しいご案内は
コチラ ▶▶▶

https://select-type.com/rsv/?id=_k2JJh_-LxA&c_id=24791

予約はコチラ ▶▶▶
※9/10以降予約可能

https://machime.org/

詳しいご案内、お申込みは
コチラ ▶▶▶

大迫力の飛行機を船上から眺めるアンダージェッ
トクルーズ。間近に迫りくる飛行機の臨場感、手を
伸ばせば届きそうな程の距離感を楽しめます。

羽田空港沖クルーズツアー

羽田エリアの歴史と魅力に触れながら、HICity-多摩
川スカイブリッジ‐殿町キングスカイフロントを巡ります。

HICityまちあるきツアー

下記QRからご確認ください

9/17（土）10：30-12：30
600円（施設内で利用できる500円クーポン付）
先着30名
インフォメーションセンター
（zoneK/１F）

※先着順のため、定員に達し次第、締切といたしますの
で、了承ください。※空きがあれば当日予約可（現金の
み）※本イベントは天候状態により
予告なく中止となる場合があります。 

VRスポーツ TOWER TAG

9/16（金）13:00 - 17:00（予定）
9/17（土）-18（日）10:00 - 17:00（予定）
9/19（月）10:00 - 16:00（予定）
コングレスクエア羽田（zone J/1F）

VRやメタバースを体験することができます。VR観
光体験の「コスモバルーン」、小型VRライドの「キッ
クウェイ」の体験ができます。

VR空間に没入し、相手チームと対戦するスリルと迫力
がケタ違いの次世代シューティング体験ができます。

PaylessGate㈱が開発した最先端認証アプリに
よる、新しい乗車体験ができます。アプリで予約
した後、スムーズにご乗車できます。
※空港行きルートのみ事前予
約制。敷地内ルートは予約不要
です。

地域周遊マルシェ

9/16（金）11:00 - 17:00
9/17（土）-19（月）10:00 - 17:00
イノベーションコリドー

さまざまな地域や自治体と連携し、各地のお土
産やグルメが大集合し、旅行気分を味わうことが
できるマルシェです。

スマートシティ体験
運搬・警備・コミュニケーションロボット、モビリティ、
ARサービス、防災技術などの未来社会を支える
さまざまなスマート技術を体験できます。

9/16（金）11:00 - 17:00
9/17（土）-19（月）10:00 - 17:00
施設各所

9/16（金）11:00 - 17:00
9/17（土）・18（日）10:00 - 17:00
zoneK1F入口

VR アトラクション
コスモバルーン / キックウェイ

9/16（金）11:00 - 17:00
9/17（土）-19（月）10:00 - 17:00
コングレスクエア羽田（zone J/1F）

「はねだのトビラ vol.1」
AR三兄弟　川田十夢氏をお招きし、HICityの未
来、羽田空港の未来、日本の未来を語るトークセ
ッションを行います。（予約不要）

9/16（金）13:00 - 14:45
コングレスクエア羽田（zone J/1F）

カワサキロボットエンジニアになろう！
産業用ロボットを操作してミッションにチャレンジ！

9/18（日）・19（月）
①10:00～11:00　②11:30～12:30
③14:00～15:00　④15:30～16:30
小学校3～6年生対象
コングレスクエア羽田
（zone J/1F）

足湯ナイトフェス
空港や飛行機が眺められる足湯スカイデッキの
夜を楽しむ企画。特設DJブースで時間帯に合わ
せて様 な々曲をミックス。キッズ向けタイムも。

今後公式HPにてタイムスケジュール
発表予定
足湯スカイデッキ（zone E/屋上）

アースフレンズ東京Ｚ専属チアリーダー
Zgirls＆Zgirls next
B.LEAGUE B2「アースフレンズ東京Ｚ」専属チアリーダー
「Zgirls＆Zgirls next」によるダンスパフォーマンス

9/17（土）①12:30～ ②15:00～
9/18（日）①12:30～ ②15:00～
シティゲート（タリーズコーヒー前）

HANEDA STEAM LAB 
科学実験やドローンプログラミ
ングにチャレンジ！親子で楽しく
学べるサイエンスとテクノロジー
の体験ワークショップです。（メタ
バース空間の体験コーナーも）

9/17（土）-9/19（月）
ｰ風船を使って空飛ぶサイエンスｰ
①10:00-11：00 ②11：30-12：30
③13：30-14：30 ④15：00-16：00
ｰドローンプログラミングチャレンジｰ
①10:00-11：30 ②13：00-14：30
③15：00-16：30
500円/人
小学生（学年は問わず） 12名程度/回
コングレスクエア羽田（zone J/１F）

電動キックボード SEA-Board
多摩川スカイブリッジを走行できる電動キックボー
ドシェアリングサービス。試乗体験会を開催します。

和太鼓演奏
日本の伝統芸能である和太鼓の技術継承、向上、
普及に尽力している。

9/17（土）13:30 - 13:50
シティゲート（タリーズコーヒー前）

※天候によっては 中止の場合もあります。

※天候によっては中止の場合もあります。

※天候によっては中止の場合もあります。

新型コロナウィルス感染拡大防止対策 ●マスクの着用にご協力ください。●会場内では、お客様同士の至近距離での会話はご遠慮ください。●飛
沫感染防止の為、大声による会話、呼びかけ行為はご遠慮ください。●お客様同士での密集・密接行為はご

遠慮下さい。●ソーシャルディスタンスの確保にご協力ください。●参加中に気分が優れない、体調が悪くなった際には、スタッフまでお知らせください。●会場内には消
毒液を設置しておりますので、積極的にご利用ください。●接触確認アプリ（COCOA）等をご利用ください。

多摩川スカイブリッジ多摩川スカイブリッジ

空港西IC空港西IC

羽田IC羽田IC

東京モノレール
羽田空港線

東京モノレール
羽田空港線

京浜急行電鉄 空港線
京浜急行電鉄 空港線

蒲田方面　蒲田方面　

羽田空港方面

羽田空港方面

©EARTHFRIENDS TOKYO Z / Yoshi Kamata

自動運転バス × 先端予約アプリ

小型ドローン AI ロボット
ランチトート

LED バッジLUXURY FLIGHT

（戦闘機フライトシュミレーター）

体験チケット3,000円分

パチパチ

クラッピー

デジタルスタンプラリー 施設内に設置されたスタンプを集めてHICity限定グッズ/体験をGETしよう！

9/16（金）11:00 - 17:00、  9/17（土）-19（月）10:00 - 17:00
総合受付（スクエアカフェ｜zone J/2F）にて受付/景品交換

事前
予約

事前
予約

事前
予約

事前
予約

事前
予約


