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羽田イノベーションシティ 視察のご案内 

 

羽田イノベーションシティでは、施設やスマートシティの概要・取り組みをご紹介する視察メ 

ニューをご用意しております。下記一覧表をご参考に、ご希望に合わせてお選びください。 

尚、視察とは別に、ガイドなしでご自由にご見学可能なエリアもございます。 

 

羽田イノベーションシティ（略称：HICity）は、「天空橋駅」に直結する延床面積約 13 万㎡超の
大規模複合施設です。羽田みらい開発株式会社と大田区が官民連携で開発する、「先端」と「文
化」の２つをコア産業とするまちです。羽田空港に隣接し、国内外への情報発信に優位な立地を
活かし、新たな体験や価値を創造・発信する未来志向のまちづくりを推進しています。 

 

▶視察実施場所について 

名称：HANEDA INNOVATION CITY 

住所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港 1 丁目 1-4 

▶定員について 

 定員 15 名様（最少催行人員：5 名様） 

 ※15 名を超える団体様の受付はできません。 

▶視察コースについて 

ⒶHICity コース（視察基本コース） 

視察費用  お一人様 3,000 円（税別） 

所要時間  約 60 分 

【視察内容】 

・開発事業の経緯と概要（事業構造、事業地などの詳細について） 

・施設の紹介（建物情報、構成する建物の機能などの詳細について） 

・施設での取り組み内容（展示、開催イベントなどについて） 

・今後の展望 

・自動運転バス試乗 など 

 

Ⓑスマートシティの取組紹介（オプションコース） 

※HICity コース（視察基本コース）に追加してお申込みいただけます。本コースのみの申 

込は受付しておりません。 

視察費用  1 グループにつき 20,000 円（税別） 

所要時間  約 90 分（ⒶHICity コース + Ⓑスマートシティの取組紹介） 

【視察内容】 

・専門スタッフが、HICity でのスマートシティに関する先端的な取り組み内容をご説明いた
します。 
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©自動運転バス導入・運行に関する解説（オプションコース） 

※HICity コース（視察基本コース）に追加してお申込みいただけます。本コースのみの申 

込は受付しておりません。 

視察費用  5 名につき 60,000 円（税別） 

所要時間  約 90 分（ⒶHICity コース + ©自動運転バス導入・運行に関する解説） 

【視察内容】 

・国内で初めて、自動運転バスの社会実装が可能となった背景の説明 

・関連企業のご紹介と役割の説明 

・自動運転バスへの試乗と技術の詳細の説明 

・自動運転バスの遠隔監視システムに関する説明 

・今後の展望 

・自動運転バスに関する解説は BOLDLY 株式会社のスタッフがおこないます。 

▶視察コースのお申込み～費用のお支払いについて 

① 視察コースのお申込みについて 

下記「羽田イノベーションシティ視察 専用申込フォーム」にてお申込みください。 

※視察コースのお申込みは、視察ご希望日の 1 か月前までにお申込みください。 

〈羽田イノベーションシティ視察 専用申込フォーム〉 

https://haneda-innovation-city.com/contact/public/tour/form 

② 視察日程の確定について（ご回答） 

確定した視察日程のご回答は、お申込日から 7 日程度を予定しております。 

③ 費用のお支払い方法について 

視察費用は、視察日の 7 日前までに別途指定する銀行口座へご入金いただきますようお願
いします。 

※振込手数料はお客様負担になります。 

▶申込内容の変更・取消について 

 ・予約確定後、予約内容（視察日時・人数）を変更・取消がある場合は、ご連絡ください。 

 ・予約確定後、全面取消が発生した際は、以下の取消料を頂戴いたします。 

▶視察中について 

 ・見学中は必ず係員の指示に従って行動してください。 

 ・人物が映った画像や動画の取り扱い、並びに他のお客様のご迷惑となる撮影は、肖像権・プ
ライバシーの問題を考慮し、ご遠慮ください。 

 

取消日時 取消料 

ツアー開始日の 15 日前まで 無料 

ツアー開始日の 14 日前～前日まで 
1～ 8 名：10,000 円 

9 名以上：20,000 円 

ツアー当日及びツアー開始後 
1～ 8 名：15,000 円 

9 名以上：25,000 円 

https://haneda-innovation-city.com/contact/public/tour/form
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▶注意事項 

 ・自動運転バスは施設内を定期運行しているので、視察をお申込みいただかなくてもご乗車
は可能です。その場合、乗車時の技術的/背景に関する説明はございませんが、車内アナウ
ンスによる概要説明をお聴きいただけます。 

 ・説明及び誘導は日本語による口頭での案内となります。 

 ・施設及び自動運転バスの状況により、急遽実施が中止となる可能性がございます。予めご
了承ください。 

 ・視察前に検温を実施させていただく場合がございます。体温が 37.5 度以上の場合には参加
をご遠慮いただきます。 

 ・本コースには、国内旅行保険は含まれておりません。任意での国内旅行傷害保険への加入を
お勧めいたします。 
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ⒶHICityコース（視察基本コース） 

2020 年 7 月 3 日に開業した HICity を見学する視察コースです。専門スタッフが施設の概要や
取り組みをご紹介するコースです。座学形式での説明に加え、施設内を歩きながらご案内します。 

 

＜所要時間＞ 

約 60 分 

＜定員＞ 

定員 15 名様（最少催行人員：5 名様） 

 ※15 名を超える団体様の受付はできません。 

＜料金＞ 

視察費用 お一人様 3,000 円（税別） 

＜コース内容＞ 

[説明内容] 

●開発事業の経緯と概要（事業構造、事業地などの詳細について） 

●施設の紹介（建物情報、構成する建物の機能などの詳細について） 

●施設での取り組み内容（展示、開催イベントなどについて） 

●今後の展望 

●自動運転バス試乗 など 

[見学コース] 

別途資料「羽田イノベーションシティ ツアーMAP」をご覧ください。 

※説明、案内は、専門のスタッフが行います。 

＜オプション＞ 

Ⓑスマートシティの取組紹介 

専門スタッフが、HICity でのスマートシティに関する先端的な取り組み内容を説明。 

※所要時間は、約 90 分【ⒶHICity コース（視察基本コース）＋Ⓑスマートシティの取組紹介】 

※HICity（視察基本コース）に追加してお申し込みいただけます。本コースのみの申込は受付しておりません。 

Ⓒ自動運転バス試乗＆導入・運行に関する解説 

専門スタッフが、説明しながら、自動運転バスをご紹介するコースです。車内での説明に
加え、遠隔監視室のブースでの説明も実施します。 

※所要時間は、約 90 分【ⒶHICity コース（視察基本コース）＋Ⓒ自動運転バス試乗＆導入・運行に関する説明】 

※参加人数が 5 名以上の場合、5 名ごとに一式の金額を追加することで対応が可能です。 

※自動運転バスに関する説明は BOLDLY 株式会社のスタッフが行います。 

＜注意事項＞ 

●自動運転バスは施設内を定期運行しているので、視察をお申込みいただかなくてもご乗
車は可能です。その場合、乗車時の技術的/背景に関する説明はございませんが、車内ア
ナウンスによる概要説明をお聴きいただけます。 

●説明及び誘導は日本語による口頭での案内となります。 
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●施設及び自動運転バスの状況により、急遽ツアー実施が中止となる可能性がございます
ので、予めご了承ください。 

●視察前に検温を実施させていただく場合がございます。体温が 37.5 度以上の場合には参
加をご遠慮いただきます。 

●本コースには、国内旅行保険は含まれておりません。任意での国内旅行傷害保険への加入
をお勧めいたします。 
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FORUM｜3F
ビジネスフォーラムやイベントにも利

用可能な、オープンエアーの広場です。

DECK｜3F
イベント連動にも最適な、屋外型の

ウッドデッキ空間です。

アーティストビレッジ｜1F
アーティスト作品の展示・設置や、子供やアーティ

スト、クリエーターが創作活動を行う、芝生の広

場です。アートイベントなどを企画し、クリエイ

ティブ人材の発掘、育成を行うほか、交流活性化

や創作活動のネットワークづくりを支えます。

自動運転バス定常運行中

��

Zepp HANEDA

羽田空港

イノベーションコリドー｜2F
イベント開催のほか、最新のロボットやモビリティの実

証実験を行う、歩行者専用デッキです。AI選曲による

BGM、日本庭園をモチーフにした植栽、花札の絵柄に

現代アートのデザインを加えた花燈籠を整備し、先端

技術の驚きや、日本文化の美しさを提供します。

歩道、天空橋駅、交通広場などからアプローチす

る来訪者を迎える施設のメインゲートです。イベン

ト開催が可能で、大階段が観客席となり、劇場空

間にも変化します。

足湯スカイデッキ｜RF
日本の温泉文化を発信する展望デッキです。足

湯に入りながら、羽田空港を望むことができ、

飛び立つ飛行機を間近に見られる、絶景スポッ

トです。

移動の利便性向上のため、最先端の技

術を活用した自動運転バスが定期運行

しています。（1周約8分）

南風時の15:00-19:00に限り、矢印向き

に飛行機が離陸します。

HICity Square｜2F
カフェとして利用できるほか、イベント

やワークショップなども誘致・開催でき

る多目的スペースです。

シティゲート

LOUNGE 多様なニーズに対応可能な、開放
型のコワーキングスペースです。

ROOM  短期プロジェクトルームとしての利
用も可能な、予約制会議室です。

LOUNGE / ROOM｜3F
大田区の歴史や観光地を紹介する総合案内所
です。最新技術を用いた空中ディスプレイや
AI ロボットにより大田区の歴史・観光案内を
行うほか、新聞社と連携し、日本各地の魅力
を発信します。

インフォメーションセンター｜１F

LOUNGE ROOM

HANEDA INNOVATION CITY  Tour Map


