
ブダペストの温泉
(Szabó Noémi)
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ハンガリーの温泉

　ハンガリーには日本やニュージーランドやアイスランドやアメリカと同じように

温泉がたくさんある。日本には火山があるが、ハンガリーには火山がない。火山は

温泉には必要ない。なぜなら地球のなかにあるエネルギーが地球のひょうめんに伝

わっているからである。このエネルギーは地熱エネルギーである。

　ハンガリーの温泉は地熱エネルギーからできたものである。ハンガリーの周辺の

地殻は薄いため温泉のためにふかくまで掘るが必要がない。　

　また掘る深さによって温泉の温度も変わってくる。

この作文でブダペストの有名な温泉を紹介する。
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Lukács ルカーチ温泉

　ブダペストは三つの町「ブダ、ペスト、オーブダ」が 1873 年に合併してできた町

である。ルカーチ温泉はブダにありマルギット橋の近くにある。この温泉の源泉は

昔から知られている。

　１２世紀にセント・ジョン騎士、マルタ騎士団は僧院のとなりに温泉を作った。

トルコ時代にはその源泉を火薬工場として運用した。トルコ時代の後には温泉が国

宝になった。

　１９世紀の始めから１９世紀の中ごろにはとなりにあったとても有名な Császár 
「チャーサール」温泉と比べるとあ

まり重要な場所ではなかったが、１

８８４年に Palotay Fülöp（パロタ

イ・フロプ）がこの温泉を買って以

来この温泉がどんどん発展した。パ

ロタイはスパや温泉療法部門作った。

現在は、三つの屋外プール、屋内に

は温かい温泉がある。温泉の建物は

記念物となっている。治療目的で訪

れ人も多い。ぜひルカーチ温泉を訪

れるといいだろう。

現在、Császár 「チャーサール」温泉は競泳プールとなっている。
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Király キラーイ温泉

　キラーイ温泉はブダのルカーチ温泉やマルギット橋の近くにある。ルカーチ温泉

はマルギット橋の北側にあり、キラーイ温泉は橋の南側にある。

　この温泉はトルコ時代、１５６５年にアルスラン・パシャが作り始めて、ソコル

ル・ムスタファが引継ぎ完成させた。キラーイ温泉に独自の源泉はなく、源泉はル

カーチ温泉からひいて来る。トルコ時代にはルカーチ温泉はブダの町の城壁の外側

にあり、キラーイ温泉は壁の内側にあった。このためトルコとの戦争の時にもキラ

ーイ温泉に行くことができた。その後ブダはトルコに占領されたが、ブダを奪い返

した後の 1796 年に König（ケニグ） 家の物になった。温泉の名前はこの家族の名前

から来ている。第二次大戦の時に温泉施設は壊されたが、1950 年に建て直された。

4



Széchenyi セーチェーニ温泉

　セーチェーニ温泉はヨーロッパの最大の温泉で、ペストの最初の温泉である。19
世紀に鉱山技師の Zsigmondy Vilmos　（ジグモンヂ・ヴィルモシュ）が市民公園で

泉を発見した。この場所には 1881 年からアルテージ温泉があったが、この温泉は当

時ほかの有名な温泉に比べてあまりよくない温泉だったため、ブダペストの市議会

は、1884 年に新温泉をつらせようとした。それで Czigler Győző　（ツィグレル・ツ

ューズー）が設計し、新温泉の建物は 1913 年に完成した。

　現在、セーチェーニ温泉は地元の大人たちの社交場と観光客のアミューズメント

施設となっている。屋外には 28－38 度の 3 つのプール、屋内には 20－36 度の 12 の

浴槽がある。
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Gellért ゲレールト温泉

アール・ヌーヴォー建築で有名な Gellért ゲレール

ト温泉とホテルはブダにあり自由橋の近くにある。

昔温泉の名前は Sáros（泥）温泉 であった。この

温泉は 13 世紀の伝説によるとアンドラーシュ 2 世

の娘エルジェーベト王女が病気の人を治すために

作ったそうだ。トルコ時代に有名な旅人であるエ

ヴリヤ・チェレビも Sáros 温泉について書いた。

トルコ時代の後 1895 年には庶民がこの温泉を使っ

ていた。1895 年にブダペストで新しい橋を作るた

めに旧式の温泉を取りこわした。そして近代的な

温泉とホテルの建設が始まり、1918 年に終わった。

1926-27 年に温泉の公園に波のプールと 1934 年に

温泉ジャグジーが作られた。

現在、Gellért ゲレールトホテルは 4 つ星ホテルで

あり、温泉にはホテルに泊まった人もホテルに泊

まらない人入ることができる。温泉についての情

報は www.budapestgyogyfurdoi.hu　参照のこと。
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Rudas ルダシュ温泉

　Rudas ルダシュ温泉は Gellért ゲレ

ールト温泉、自由橋、Erzsebet 橋に

近いところ、トルコ時代から残って

いる温泉である。温泉の建物は 1556
年に作り始めて、ソコルル・ムスタ

ファが完成させた。この時代には温

泉の名前は緑柱温泉だった。有名な

旅人, エヴリヤ・チェレビはこの温

泉についても書いた。この温泉の中

心は現在でもトルコ式温泉である。

ブダを奪い返した後には国宝になった。1883 年にブダペストの町が温泉の建物を改

装した。1936 年から 2005 年までルダシュ温泉には男性しか入ることができなかった。

2005 年の次の改装の後からは女性もこの温泉に行くことができるようになった。月

曜日、水曜日、木曜日、金曜日は男の日、火曜日は女の日、週末には男女協同でこ

の温泉を使うことができる。
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Rác ラーツ温泉

　ラーツ温泉はルダシュ温泉や

Erzsebet 橋の近くにある。ラー

ツ温泉やルダシュ温泉やゲレー

ルト温泉は昔 Alhévíz という場

所に属していた。（Hévíz はハ

ンガリー語で温泉、Al は下とい

う意味である。キラーイ温泉や s 
ルカーチ温泉やチャーサール競

泳プールは Felhévíz と呼ばれる。

Fel は上という意味である。）

　ラーツ温泉についての一番古

い記録はジギスムント王が君臨

した中世の残された。トルコ時代にヴリヤ・チェレビもこの温泉についても書いた。

1935 年にブダペストがこの温泉を買った。19 世紀に有名な建築家 Ybl Miklós（イー

ブル・ミクローシュ）の構想にもとづいて温泉の建物を改装した。さらに 2003 年か

ら 2011 年までの間にラーツ温泉は再び改装された。現在は近代的な温泉やホテルに

なっている。
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Margitsziget マルギット島

　ブダとペストの間に流れているドナ

ウ川の上にマルギット島がある。この

公園ような島に面白い場所がたくさん

ある。たとえば 2006 年と 2010 年に開催

されたヨーロッパ水泳選手権の競泳プ

ール、小さな動物園、コンサート野外

音楽堂,　二つのホテル、 ドミニコ会の

修道院の遺跡などがある。この修道院

には 13 世紀にベーラ 4 世の娘、マルギ

ト姫が住んでいた。島の名前は姫の名

前から来ている。19 世紀に Zsigmondy 
Vilmos（ジグモンディ・ヴィルモシュ）という鉱山技師が島で泉を発見した。源泉

の場所は昔から知られていた。なぜなら冬にドナウ川の水位が低い時、源泉の場所

に湯気が立つからである。19 世紀に温泉が作られた。現在源泉に二つのホテル

（Danubius Health Spa Resort Margitsziget と Danubius Grand Hotel Margitsziget）が建て

られ、パラティヌス温泉公園はこの２つのホテルが共同で運営している。
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温泉の入り方

　ハンガリーでの温泉の入り方はヨーロッパスタイルで、水着を着て、温泉に入る。

まず入り口でチケットを買って、キャビンで水着に着替えて、温泉に入る前にシャ

ワーを浴びる。その後温泉に入ることができる。日本の温泉ではなく、スパをイメ

ージするとわかりやすいだろう。

　もしハンガリーにきたら、ぜひ温泉に来てみよう。日本と違った楽しみがあるか

もしれない。
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ブダペストの温泉の地図
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温泉やホテルの情報と写真の参考文献

Fery Antal: Budapest fürdőváros. Plakátterv（ポスター）, 1936 (Magyar Nemzeti Galéria) 
http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/2/2883 [megnézve: 2011.12.02]

…………………………………………………………………………………………………………………….

ハンガリーの温泉 

写真

Magyarország geotermikus térképe（ハンガリー軒熱地図）:
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=281969f6-5a60-47ae-87b2-c5de18ebe2b0&cid=6bffc64d-d853-
44d1-9fdb-230283022379 [megnézve: 2011.12.02]
Termálvíz előfordulások Európában （ヨーロッパの熱水泉）
http://adandprojekt.atw.hu/index.php?module=viz&PHPSESSID=45a9c48277aa5d1ab3a3d6b9d54fdc13 
[megnézve: 2011.12.02]

…………………………………………………………………………………………………………………….

Lukács ルカーチ温泉 
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/lukacs/services [megnézve: 2011.12.02]

住所： 1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29.

入場料：2200Ft – 3000Ft 
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/lukacs/prices# [megnézve: 2011.12.02]

開館時間：06:00 – 20:00

…………………

写真
Lukács fürdő:
http://www.thermoepgep.hu/main.php?p=referencia&id=15 [megnézve: 2011.12.02]
Lukács fürdő bejárata（入り口）: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/de/node/173 [megnézve: 2011.12.02]
Lukács fürdő – Iszapfürdő: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/8/8b/Szent_Luk%C3%A1cs_gy
%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91_iszapf%C3%BCrd%C5%91.jpg [megnézve: 2011.12.02]

…………………………………………………………………………………………………………………….

Király キラーイ温泉
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/kiraly/services [megnézve: 2011.12.02]

住所：H-1027 Budapest, Fő u. 84.

入場料：2200Ft
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/kiraly/prices#  [megnézve: 2011.12.02]

開館時間：09:00 – 21:00

…………………

写真
Varga Zsolt: Király fürdő. http://programtippek.hu/reszletes.php?id=726 [megnézve: 2011.12.02]
Király gyógyfürdő: http://kiraly-gyogyfurdo.infobomba.hu/ [megnézve: 2011.12.02]

12

http://kiraly-gyogyfurdo.infobomba.hu/
http://programtippek.hu/reszletes.php?id=726
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/kiraly/prices#
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/kiraly/services
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/8/8b/Szent_Luk%C3%A1cs_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91_iszapf%C3%BCrd%C5%91.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/8/8b/Szent_Luk%C3%A1cs_gy%C3%B3gyf%C3%BCrd%C5%91_iszapf%C3%BCrd%C5%91.jpg
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/de/node/173
http://www.thermoepgep.hu/main.php?p=referencia&id=15
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/lukacs/prices#
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/lukacs/services
http://adandprojekt.atw.hu/index.php?module=viz&PHPSESSID=45a9c48277aa5d1ab3a3d6b9d54fdc13
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=281969f6-5a60-47ae-87b2-c5de18ebe2b0&cid=6bffc64d-d853-44d1-9fdb-230283022379
http://sdt.sulinet.hu/Player/Default.aspx?g=281969f6-5a60-47ae-87b2-c5de18ebe2b0&cid=6bffc64d-d853-44d1-9fdb-230283022379
http://www.mng.hu/kiallitasok/idoszaki/2/2883


…………………………………………………………………………………………………………………….

Széchenyi セーチェーニ温泉
Széchenyi fürdő: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/szechenyi/services [megnézve: 2011.12.02]

住所：H-1146 Budapest, Állatkerti krt. 11.

入場料： 2900 Ft – 3800 Ft

開館時間：06:00 – 22:00

…………………

写真
Széchenyi fürdő: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/BudapestThermes_Sz%C3%A9chenyi_f
%C3%BCrd%C5%91.jpg [megnézve: 2011.12.02.]
Széchenyi fürdő: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Budapest_Sz
%C3%A9chenyi_Baths_R01.jpg [megnézve: 2011.12.02.]

…………………………………………………………………………………………………………………….

Gellért ゲレールト温泉
Gellért fürdő: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/gellert/services [megnézve: 2011.12.02.] 

住所：H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 4.

入場料：2400 Ft – 4050 Ft 
http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/gellert/prices#

開館時間：06:00 - 20:00

…………………

Danubius Hotel Gellért: 
http://www.danubiushotels.hu/hu/szallodak/magyarorszag/budapest/danubius_hotel_gellert [megnézve: 
2011.12.02.]

…………………

写真
Gellért fürdő: http://itthon.hu/gellert-gyogyfurdo [megnézve: 2011.12.02.]
Gellért fürdő:http://www.utazzitthon.hu/images/latnivalo/budapest_gellert_gyogyfurdo-5-o.jpg [megnézve: 
2011.12.02.]
Gellért fürdő:http://www.utazzitthon.hu/images/latnivalo/budapest_gellert_gyogyfurdo-7-o.jpg [megnézve: 
2011.12.02.]

…………………………………………………………………………………………………………………….

Rudas ルダシュ温泉
Rudas fürdő: http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/rudas/services [megnézve: 2011.12.02.]

住所：1013 Budapest, Döbrentei tér 9.

入場料：1700 Ft－3500 Ft
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http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/rudas/prices# 

開館時間：

月曜日ー水曜日：06:00－18:00
木曜日ー日曜日：06:00－20:00
金曜日－土曜日：22:00－04:00

男の日：月曜日、水曜日、木曜日、金曜日

女の日：火曜日

週末：男女協働

…………………

写真
Rudas fürdő: 
http://hirportal.sikerado.hu/magyarorszagon/2011/05/25/Megujulo_tortenelmi_furdok_a_fovarosban [megnézve: 
2011.12.02.]
Rudas fürdő:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/b/b7/Rudas_gyogyfurdo_P7290076.jpg [megnézve: 2011.12.02.]

…………………………………………………………………………………………………………………….

Rác ラーツ温泉
Rác fürdő: http://raczthermalbath.com/index.php?intro=false [megnézve: 2011.12.02.]

住所：H-1013 Budapest, Hadnagy utca 8-10.

Rác hotel: http://raczhotel.com/index.ja.html [megnézve: 2011.12.02.]

…………………

写真
Földes András: Rác Fürdő: http://galeria.index.hu/kult/2010/09/10/racfurdo/ [megnézve: 2011.12.02.]

…………………………………………………………………………………………………………………….

Margitsziget マルギット島

住所：1138 Budapest, Margitsziget (Margaret Island)  

入場料：

月曜日ー金曜日：4900 Ft
水曜日：4000 Ft
週末：5900 Ft
毎日 18:30-21:30：3900 Ft

開館時間：06:30 – 21:30
 
Danubius Health Spa Resort Margitsziget: 
http://www.danubiushotels.hu/hu/szallodak/magyarorszag/budapest/danubius_health_spa_resort_margitsziget 
[megnézve: 2011.12.02.]
Danubius Grand Hotel Margitsziget: 
http://www.danubiushotels.hu/hu/szallodak/magyarorszag/budapest/danubius_grand_hotel_margitsziget 
[megnézve: 2011.12.02.]
Palatinus strand:
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http://www.budapestgyogyfurdoi.hu/en/palatinus/services [megnézve: 2011.12.02.]
開館時間：夏

…………………

写真
Margit-sziget: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/29/Budapest_by_air.jpg [megnézve: 
2011.12.02.]
Danubius Health Spa Resort Margitsziget: 
http://www.premierfitness.hu/hu/klubkereso/danubius_health_spa_resort_margitsziget [megnézve: 2011.12.02.]

…………………………………………………………………………………………………………………….

温泉の入り方

写真

チェス（Széchenyi セーチェーニ温泉）http://budapestfurdovaros.blog.hu/2010/01/04/a_szecska [megnézve: 
2011.12.02.]
温泉の夜（Széchenyi セーチェーニ温泉）
http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/wp-content/uploads/2011/02/k%C3%A9p2.jpg [megnézve: 2011.12.02.]
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