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政府関係の表示 ー
銀行場

政府間撞の建物 市
...._- A.ツパル国立銀行

政府合同fT舎...a..
E皿 B.ツパル開発銀行

A.ツパル赤十チ
C.ツバル社会保障基金

B.フナフティ役場(フナフティ・力ウプレ)

c.ツパjレ国際オリンピック委員会 胃
ツバル書提署ω -D国際会議場 一由 ;
フナフティ国際空港、p圃~

E.政府合同庁舎(別館) 【 ~ 
ツバJj，橿信局間

F.ツパル家族計画協会 、l¥!AL_ノ 出

G.ツパル海員組合 ¥ー ¥ ? v ~_..n.. 

Hツパル農お農場 担加 佐 、 病院回
弘 、;代 ~~)~~ A.マーガレツ卜王女病院

障害者の家 湖 、ニ喧長;人‘
'y71f' i(ア1eB.力パト工ト工・クリニツク

国立図書館震安 ι咋 民 .... 

) 大使館・在外公館量
英国王室訪問時の写真が保存されてい 皿

A.台湾大使館
る。島の古い写真も保存されている

郵便局~
ユニークな絵葉書と切手が購入出来る

。貴重な切手が多く、ついつい財布の紐

が緩む

消防署合

気象台 管

揖判所事 /~-/r-~.~ ，/ 

発電所幽 ，J?〈ル♂三奈1
刑務所|出| γミ竺話式、7λ
公共事業省 ~'" ι41fi¥JFヤヘ
政 府用伊 盆 合 てS
競技場体 マヘ立

スポーツコート冨I! ~，.. 
台湾ソーラー-ライト 丘盟
外国建物 聞

A.オーストラリア・ボランティアの家

B.オーストラリア海軍宿舎棟

B.オーストラリア大使館

学校・教育施設自

A.南太平洋大学ツパル・キャンパス

B.ナウティ小学校

c.セブンスデー・アドベンチスト

教会学校

D.スス記念保育園

E.パイアク幼稚園

ツパル船員養成学校φ

航空管制塔車

A.新航空管制塔

B.航空管制塔(閉鎖)

ラジオ培ゆ

A.ラジオツパル塔

B.携帯電話塔

c.インターネット題信塔

見学施設の表示 ー

エリザベス女王2世公園司区

第2攻世界大輔の碑晶

宗教施眠h
A.マイナガフォ教会

B.キリスト教会(スラニ・ストアの裏)

c.グレースパプテイス卜教会

D.フェツアオ・アオ・リマ教会(ツパル園教会)

“Te Ekalesia Kelisiano Tuvalu" 
E.セブンスデ一・アドベンチスト教会

生活施設の表示
レストラン、p
A.スリーテiーズ・レストラン

"島一番の昧、ミシュラン番付けよりも評判

、個室有り"

B.ハラパイ・レストラン

c.ブルー・オーシャン・レストラン

"島二番の昧、辛口フライドチキンが一番美

味しい、個室有り"

D.スーズ・キッチン

Eファーストフード

F.フナフティ・ラグーン・ホテル

G.フィラモナ・レストラン

H.スリーティーズ・ワイン&ダイン

lブルー・オーシャン・レストラン

"最南端支居、景観は随一"

スーパーマーケット国
A.スラ二・マーケット ' 

“濃縮ジュースが買える。

衣料品は屈のタ卜で販売している"

B.ジ、エイワイ・マーケット

“大型庖で少し値段も高いが、

時々美昧しいカップヌードルが買える"

C.マッケンジー・マーケット

“調味料が買える。工具類も有る。"

巨エホバの証人 広、'L¥..
G.パイアク教会 ← +・-
H.ツパル・メソジスト・福音教会 -. . . 

1.イエス・キリスト教会

J.キリスト教会

ツパル・イスラムモスク幽

パ-/~イ教会由

集会場th
A.セイメアナ2集会場(ナヌメア島)

B.ファイブオウ口卜2集会場(ナヌマンガ島)

c.ファカイアイマヌ集会場(ニウタオ島)

D.タリマリエ2(ヌクファタウ島)

E.口卜ヌイ(ヌイ島)

F.タウソア・リマ集会場(フナフティ島)

G.トクツウ集会場(ヌクラ工ラ工島)

H.パイアク集会場(政府関連)

1.力イナキ2集会場(パイツプ島)

NPOツバルオーバービュー 山町一一

海岸伽 企

バンガtJ-但t
J{- ~雪畠
女性自立民芸晶センター首

ダーウィン珊瑚礁掘削地点命 マポく栂
ダーウィンのさんご礁形成理論の検証のた

め、1897年に掘られたポイント - -・

日習性が玄¥ず‘す・

ホテル・ロッジ宿泊施設 l謹弓
A.Jレタス、 B&B
B.スーの家 H長期契約可"

Cアフェリタズ・ロッジ

D.工ルズ・口ツジ"ショップ有り"

E.ラヌモアナ・口ッジ

巨ワマシリ・ロッジ

G.パイルアタイ・ロッジ

H.ミリタノ・ロッジ

工ファカサギ・ロッジ、

J.工スファム・ホテル"ショップ有り"

K.フナフティ・ラグーン・ホテル

L.サシタ・イン&ブティック

M.フィラモナ・ロッジ

"飛行機を見ながら寝そべれるH

N.ロッジ

O.アフェリータ・アイランド・リゾート

“北の小島に" .¥.'J/，c‘a 

小売盾首
A.サニス・ショップ・ガソリン

!:箱詰販売庖 込川弘之
D.小型庖 ポ 7宿駅ヲ弓::;;t¥
E.ピナシ・ショップ 車協働ZJ
巨BOリ力- ¥f.1T豆諸窃 '1';)))，、

G.テンガ・ショップ 巴笠雲331JJ
H. 力パト工卜工・ミニマ- ~ミーマ 、や
1.地元の衣料品庖 .: J{jεE 

(テ・ウル力イ・オ・ツパル2階)
J.メサムムスイ・サプライ

K.DVDショップ

L.中華系の庖

M.工ドウィンズ食料品庖

"新鮮な生菱とニンニクが用意されていますM

N.中華系の庖

O.セファタウ・ショップ
、ち~ P.AMSストア "NZ産品販売"

Q.ハラパイ・ショップ情報サービスI!J ，ji引い七二
A.ニウ・テック 〈京一日二三
B.インターネットカフェ-¥hr心『
c.コピー事務機器庖

D.インターネットカフェ

ハードウエア届雪
A.ジェイワイ・ハードウェア

B.メサムムスイ・サプライ

ナイトクラブ@
A.テフォタ・ミ二パ-

B.マタギ・ガリ・パー

またね!

マンタぃd!
)1 

R.トコツ・ショップ

S.センサイ・ショップ(ガソリンスタンド有り)

1リサ口ガテガ・ストア

U.地元の庖
V.工ルジ、エイ・ショップ"韓国カップ麺有りH

W.スラ二・ショップ2号庖

X. PNサンズ・ショップ

-ダンス
子ぃ〉

パ ン屋姐齢
A.力ウプレ・パン屋

ランチ定食、ココナッツミルクサンドイッチ。

土日は午前8時から、パンの販売開始

(テ・ウル力イ・オ・ツパル内)

B.アリス・ホーム・べ一力リ
クリームパンが美味しいし、安いo開庖時聞

がまちまち

c.パン屋“最南端"

ディーzイチエJj，畠
DHLの工ージ、ヱン卜がこの町にも有る。庖の

ユニークな手書き看板を偶然見つけることが

出来る ωパì_V~

m リエ縫製所曾 t思4続
-- てア ωにヌE吋 G

焼肉唐曹 r，，':'{ぢ二 ¥ l' 

ひつじ財2つ乗った焼肉ラdzv
ビンゴゲーム圏
家族が集まっていますので、地元家族同様に

遊べる

A.ビンゴ場(最大規模)

B.ビンゴ場 ._.IJ， 
台湾友好腕 "VCØ~
ツバル政府と台湾国際協力開発資金との協

働による、農業促進システムを展開。無土壌

栽培で野菜を育てている。


