
電車でご来場の場合

● ゆとりーとライン「川宮駅」下車　徒歩約10分

ガイドウェイバスの場合

自行开车
从东名・中央高速公路「春日井」出入口 約10公里、約20分钟
从名古屋第二环状自动车道「勝川」出入口 約4公里、約10分钟

从京屋旅館 到朝日啤酒工厂的路程（所需时间：40～50分钟）

京屋

JR名古屋

JR新守山

朝日啤酒
名古屋工厂

巴士5分钟
210日元/每人

或
步行15分钟

电车15分钟
240円日元
/每人

步行15分钟

巴士
请在明道町停车站、搭乘开往名古屋站的巴士（＝ 幹名駅１或者名駅１４）。
停车站的位置→请参考明道町バス停案内
時刻表→　名駅１４　幹名駅１　

步行
在明道町交叉点向南走、在 Hijiecho泥江町（Hijiecho）交差点右转
直走約500ｍ→　在谷歌地图上查看

乘坐JR中央本线， 在新守山站下车。
※名古屋站是中央本线的起点站。

请顺着红色箭头走。

地址：愛知県名古屋市守山区西川原町318
要停车场的游客，需要提前预订。（+81-52-792-8966）

在出门之前，请务必确认最新的信息。　
電話：+81-52-792-8966（电话接听時間 9:00～17:00  ※英语的向导请事先电话预约。）
HP:　https://www.asahibeer.co.jp/brewery/language/chinese/

朝日啤酒 工厂参观 啤酒工厂参观，由专职的
向导带领啤酒制作全过
程。最后可以试饮新鲜的
生啤以及各种无酒精饮
料。请提前打电话预订。

朝日啤酒
名古屋工厂

便利店

便利店

http://kyoya.to/leaflets/wp-content/uploads/2014/10/1cc374b8bc9c6bfbd52efe8e7452ce4d.pdf
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/bus/timetable_dtl.html?name=%E6%98%8E%E9%81%93%E7%94%BA&keito=%E5%90%8D%E9%A7%8514&lineindex=1&toname=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%A7%85
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/bus/timetable_dtl.html?name=%E6%98%8E%E9%81%93%E7%94%BA&keito=%E5%B9%B9%E5%90%8D%E9%A7%851&lineindex=0&toname=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%A7%85
https://goo.gl/maps/6aHq14k4BwQ2
https://www.asahibeer.co.jp/brewery/language/chinese/


電車でご来場の場合

● ゆとりーとライン「川宮駅」下車　徒歩約10分

ガイドウェイバスの場合

Car
FroKasugai(春日井)IC on the Tomei(Chuo) expressway,  about 10km, 20 minutes
Katigawa(Kachigawa) exit on the Nagoya-Daini-Kanjo expressway, about 4km, 10 minutes

How to get to Asahi Beer Nagoya Brewery（40～50 minutes）

Kyoya

JR Nagoya

JRShinmoriyama
(新守山)

Asahi beer
Nagoya brewery

Bus
5 minutes
Cost
210JPY/person

Walking
15 minutes

Train 
15 minutes
Cost 
240JPY/person

Walking
15 minutes

Bus
Go to Meidocho bus stop (明道町), take the No.1( 幹名駅1) or No.14(名駅
14) bus bound for Nagoya station.
The location of the bus stop →　Click here
Time Table (Japanese）→　No.14／名駅14　No.1／幹名駅1　

Walking
turn to the left at Meidocho intersection walk towards south. 
turn to the right at Hijiecho inter section and go straight about 500M.
→View on Google Map

Take JR Chuo line, get off at Shinmoriyama station.
※Nagoya is the starting station.

Walk along
the red arrow.

Address：Nishigawaracho 318,Moriyamaku, Nagoya, Aichi
(愛知県名古屋市守山区西川原町318)
*If you need to park in parking space, please make a reservation.

Please be sure the latest information.　
Tel：+81-52-792-8966
Phone hours: 9:00 a.m. to 5:00 p.m.※ Please reserve by phone to book tours with an English-speaking guide.
HP:　https://www.asahibeer.co.jp/brewery/language/english/

Asahi Factory Tours You will be accompanied by a 
special guide who will 
walk you through the entire 
brewing process. Enjoy freshly 
brewed beer and soft drink. 
Please make a reservation 
before you go.

Nagoya
Brewery

convenience 
store

convenience 
store

http://kyoya.to/leaflets/wp-content/uploads/2014/10/1cc374b8bc9c6bfbd52efe8e7452ce4d.pdf
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/bus/timetable_dtl.html?name=%E6%98%8E%E9%81%93%E7%94%BA&keito=%E5%90%8D%E9%A7%8514&lineindex=1&toname=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%A7%85
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/bus/timetable_dtl.html?name=%E6%98%8E%E9%81%93%E7%94%BA&keito=%E5%B9%B9%E5%90%8D%E9%A7%851&lineindex=0&toname=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%A7%85
https://goo.gl/maps/6aHq14k4BwQ2
https://www.asahibeer.co.jp/brewery/language/chinese/


電車でご来場の場合

● ゆとりーとライン「川宮駅」下車　徒歩約10分

ガイドウェイバスの場合

お車でお越しの場合
東名・中央高速道路「春日井I.C.」より約10km、約20分
名古屋第二環状自動車道（旧東名阪自動車道）「勝川I.C.」より約4km、約10分

アサヒビール名古屋工場で
は、工場見学＆出来立て
ビールやソフトドリンクの試
飲ができます。
電話またはインターネットで
ご予約の上、お出かけくださ
い。

京屋旅館からの行き方（所要時間：40～50分）

京屋

JR名古屋

JR新守山

アサヒビール
名古屋工場

バス5分
210円

または
徒歩15分

電車15分
240円

徒歩15分

バスで
明道町バス停より、幹名駅１または名駅１４の名古屋駅行にお乗りください。
バス停の位置は明道町バス停案内
時刻表は名古屋市交通局HPをご覧ください。

徒歩で
明道町交差点を南へ直進、泥江町（ひじえちょう）交差点を右折し
約500ｍ→　グーグルマップで見る

JR中央本線に乗り新守山駅で下車
※中央本線は名古屋駅が始発です。

赤い矢印の通りに
お進みください。

カーナビで「愛知県名古屋市守山区西川原町318」とご入力ください。
駐車場は事前の電話予約が必要です。（052-792-8966）

必ずHPなどで最新の情報確認の上お出かけください。　
電話：052-792-8966
HP:　https://www.asahibeer.co.jp/brewery/nagoya/

http://kyoya.to/leaflets/wp-content/uploads/2014/10/1cc374b8bc9c6bfbd52efe8e7452ce4d.pdf
https://www.kotsu.city.nagoya.jp/jp/pc/bus/timetable_list.html?name=%E6%98%8E%E9%81%93%E7%94%BA&toname=%E5%90%8D%E5%8F%A4%E5%B1%8B%E9%A7%85
https://goo.gl/maps/6aHq14k4BwQ2
https://www.asahibeer.co.jp/brewery/nagoya/

