
http://www.trustcity-g.com/3539

詳細は御殿山トラストシティ
公式WEBサイトをご覧ください！

森トラスト株式会社、御殿山町会、東京マリオットホテル、株式会社ソニーコンピュータサイエンス研究所、
株式会社電通国際情報サービス、学校法人品川女子学院、学校法人清泉女子大学、キリスト品川教会、
積水ハウス株式会社、日本サード・パーティ株式会社、日本マイクロソフト株式会社、原美術館、他

後援：品川区、一般社団法人しながわ観光協会、一般社団法人天王洲・キャナルサイド活性化協会、他 
協力：AY.Jolie Ruban、株式会社ソニー・グローバルエデュケーション、株式会社デルタインターナショナル、
株式会社SWATi、薬日本堂株式会社、合同会社新藤倫佳企画事務所、品川区立品川歴史館、SKY ART 
JAPAN株式会社、ソニー株式会社MESHプロジェクト、ソニー歴史資料館、Takewari株式会社、BEENOS
株式会社、mizumasa、フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社、ブロック団、他  
助成：品川区 

※10.8.mon CLoSE 15:00

主催 : 御殿山エリアマネジメント実行委員会

実行委員会参加団体
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詳細は御殿山トラストシティ
公式WEBサイトをご覧ください！

五感を使って遊ぶ、学ぶ！
30以上のコンテンツを体験しよう！

驚きと発見の連続

未来へつづく、新しい「教育」
2018 Event theme

御殿山で今もなお生まれ続ける新しい技術。
最近では教育の現場にも取り入れられてきています。
新しい「教育」を大人も子どもも体験してみよう！

New technology that continues to be born still in Gotenyama.
Recently it has been adopted in the field of education.

Let adults and children experience 
new "education"!

Think

Touch

Watch

Schedule

others

Listen

EAT!

KOOV（クーブ）
Sony Global Education, Inc.

「MESH」体験
コーナー
ソニー株式会社MESHプロジェクト

りぼんバッグ＆
ハーバリウムの
ワークショップ
Ribbon Bag & Herbarium
Workshop
AY.Jolie Ruban

Mobility
Walk

OBAKE PUZLE
（おばけパズル）
Takewari, Inc

ブロック団
Block-dan

プロカメラマンによる
撮影サービス
Photography service 

プロカメラマンによる
撮影サービス
Photography service 

オータム
イルミネーション
Autumn Illumination

Lunch 
Quartet
ランチカルテット

スマートスピーカーと遊ぼう
Let's play with smart speakers

だれでも発明家！  
Everyone is inventor!

プログラミングで遊ぼう！
Let's play with programming!

Robot Display
ロボット展示
Japan Third Party Co.,Ltd.

「DensePose」×アートをテーマにした
インタラクションコンテンツ
"DensePose" × interaction contents on the theme of art

CharActer
（キャラクター）
mizumasa

Robot 
Dance Show
Japan Third Party Co.,Ltd.

品川女子学院
ダンス部ステージ
SHINAGAWA JOSHI GAKUIN
Dance Department Stage

ロボット ×
品川女子学院ダンス部

茶室「有時庵」一般公開
Tea room 'Ujian' publicly available

人工知能開発教室
Artificial intelligence development classroom
Japan Third Party Co.,Ltd.

人工知能に触れてみよう！
Let's touch artificial intelligence! 

Infomation

ACCESS
「品川駅」高輪口より徒歩10分/「北品川駅」 より徒歩5分

品川駅と御殿山トラストシティ間にて無料送迎バスを運行しております。
運行スケジュールはホームページをご覧ください。

Parking : B3F Gotenyama Trust Tower(¥260 /30min) 

10 min by walk from Takanawa Gate of Shinagawa st. 
5 min by walk from Kita-Shinagawa st. 

駐車場：御殿山トラストタワー 地下３階（260円/ 30分）

●イベント会場内では主催者・プレス・出展者・関係者による撮影が行われております。
撮影された写真、動画は広告、報道、レポート、記録などの場面で利用される場合がご
ざいます。  ●イベント会場におけるトラブル、事故、盗難、紛失、怪我などにつきましては
一切の責任を負いかねます。      ●イベント内容は予告なく変更される可能性がございます。  
● 雨天・荒天時は変更もしくは中止になる場合がございます。
● The organizer,press, exhibitors, and participants are shooting videos and pictures during 
the event. ●Please note that these videos and pictures might be used for our advertisements,
news reports,and records. ●We can not assume any responsibility for troubles, accidents, 
theft, loss, injury etc. at the event venue.  ● Event contents are subject to change without 
notice.  ●It may be changed or canceled during rainy weather and heavy weather.

森トラスト株式会社  広報部  
MORI TRUST CO.,Ltd  Public Relations Department
TEL:03-5511-2255（平日 9:00～18:00）

http://www.trustcity-g.com/access

There is a free shuttle bus from Shinagawa st. to Gotenyama Trust City. 
The bus schedule is available on the website. 
http://www.trustcity-g.com/access 送迎バス停留所

送迎バス
品川駅降車場所

送迎バス
品川駅乗車場所

送迎バス
乗降車場所

新八ツ山橋御殿山
トラストシティ

第一京浜

JR品川
（東海道新幹線）

旧東
海道北品

川至川
崎・横

浜至横浜

至五反田

至東京

至日本橋

5 FRI 8 MON7 SUN6 SAT
10月

Smell

Guide 
by ROBOT
ロボットによる案内

AIQue（アイキュー）
mizumasa

品川女子学院の
オーケストラコンサート
SHINAGAWA JOSHI GAKUIN
Orchestra Concert

不思議！？ 目が光るパズル？
Wow?! Eye shining puzzle?

アロマの香りに癒されよう！
Let's heal with
the fragrance of aroma!

薬日本堂×
フォルクスワーゲン
キッチンカー 登場！

GGCo.
カレーパン
テラス販売

なりきりアート
Narikiri Art
Information Services International-Dentsu, Ltd. 
Open Innovation lab

10.6.SAT

6.SAT～８.MON

香りの体験
Odor experience
SWATi inc.

9.25～28/10.1～4

9.25.TUE～

5.FRI ～ 8.MON

5.FRI ～ 8.MON

5.FRI ～ 8.MON

5.FRI ～ 8.MON

6.SAT ～ 8.MON

6.SAT ～ 8.MON

5.FRI ～ 7.SUN

5.FRI ～ 8.MON

5.FRI～ 7.SUN

5.FRI～ 7.SUN

6.SAT / 7.SUN

6.SAT / 7.SUN

5.FRI ～ 8.MON （¥300/1time)

6.SAT ～ 8.MON （¥500/1time)

10.5.FRI 

10.5.FRI 

and more...

「MESH」体験コーナー

りぼんバッグ＆ハーバリウム / ブロック団

おばけパズル / 光るかぼちゃランタン / Mobility Walk

KOOV（クーブ）

人工知能開発 教室

ロボットによる案内

AIQue（アイキュー）

香りの体験

ロボット展示

なりきりアート

CharActer（キャラクター）

茶室「有時庵」一般公開

プロカメラマンによる撮影サービス

5,6,7

※各コンテンツの終了時間が異なります。時間についてはWEBをご確認ください。
※The end time of each content is different. Please confirm WEB about the time.

※７.SUN 14:00 CLOSE

※７.SUN 14:00 CLOSE

※７.SUN 14:00 CLOSE

※７.SUN 14:00 CLOSE

A series of surprises and discoveries
Play and learn with your five senses !

Let’s go enjoy over 30 contents !

Continuing to the future, a new "education"

詳しい情報は御殿山トラストシティ公式WEBやSNSをチェック！
イベント情報やみどころを随時更新しています！
Check the detail on Gotenyama Trust City official website or SNS! Whenever we update Event information and highlight. http://www.trustcity-g.com/3539@gotenyama_trustcity@gotenyamaTC

検索御殿山トラストシティ

※コンテンツは事前予約が必要なものがあります。各コンテンツの開催時間、詳細はWEBをご確認ください。 You have to reserve some contents before.  Check the time of each contents and see more detail on the website. ※写真は全てイメージです。  image is for illustration purposes.

ソニー歴史資料館
Sony Archives

原美術館
Hara Museum of Contemporary Art

［10.5～10.8は原美術館の東門
（トラストシティ側）からもお入りいただけます］
 http://www.haramuseum.or.jp/

リー・キット「僕らはもっと繊細だった。」 
（9.16～12.24）（有料）

期間中特別プラン開催！

9.25～10.8（予約制）
15分フライトシュミレータ特別セットあり

10.5～10.8  11:00～12:00
キャビンモック内無料入場

9.25～9.28   &      10.1～10.5
期間中事前予約なしで入館可能
開館時間 10:00～17:00

SKY ART JAPAN キリスト品川教会
Christ Shinagawa Church
「第71回      楽しいバザー」
10.8 MON 9:30～14:30
（入場料¥200）
パイプオルガンの演奏もあります！

Japan Third Party Co.,Ltd.

TOKYO MARRIOTT HOTEL

レゴブロックで遊ぼう！
Let's play with the Lego block

光るかぼちゃランタン
ワークショップ
Pumpkin pumpkin lantern workshop
Shindo Michika  Planning Office LLC
5.FRI ～ 8.MON 5.FRI ～ 8.MON


