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リヴァプール市街地図 

THE BIRTHPLACE OF THE BEATLES

The Pool

River  M
ersey

The Pool

River  M
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Pier Head 
Royal Liver Building 
Cunard Building 
Port of Liverpool Building 
Town Hall
Victoria Monument (Liverpool Castle) 
Statue of King Edward IIV
Albert Dock 
Over Head Railway
River  Mersey

The Pool 
Church of Our Lady and St. Nicholas Chapel 
Municipal Building
NEMS 
Mathew Street 
Cavern Public House Cavern Club 
Hessy's Stanley Street 
Liverpool College  of Art 
St. John's Garden
St. John's Centre 

Lime Street Station
St. George’s Hall
Oxford Street Liverpool Maternity Hospital
Anglican Church Liverpool Cathedral 
Metropolitan Cathedral of Christ the King 
Gambier Terrace 
Ye Cracke  Public House 
Britannia Adelphi Hotel 
LIPA (Liverpool Institute) 
St. Luke's Church 

Stanley Street 

Mathew Street 

Stanley Street 

Mathew Street 
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オックスフォード・ストリート産婦人科産婦人科 

  ヴィクトリア・モニュメント（ヴィクトリア女王像）像） 
  リヴァプール城跡城跡 

エドワード7世像 

ロイヤル・リヴァー・ビルディング 

タウン・ホール 

ポート・オブ・リヴァプール・ 
ビルディング 

メトロポリタン大聖堂大聖堂 

アングリカン（リヴァプール）大聖堂大聖堂 

ガンビア・テラス 

ライム・ストリート駅 

セント・ジョージズ・ホール 

セント・ジョンズ・ガーデン 

セント・ジョンズ・センター セント・ニコラス教会ス教会 

セント・ルーク教会・ルーク教会 

市庁舎 
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http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/liverpool_castle.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/liverpool_Lime_Street_Station.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/St_Georges_Hall.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/liverpool_Municipal_Building.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/Britannia_Adelphi_Hotel.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/oxford_street_maternity_hospital.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/Gambier_Terrace.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/Anglican_Church_Liverpool.htm
http://www.max.hi-ho.ne.jp/khori/liverpool_Town_Hall.htm

