
ブダケスィブダケスィブダケスィブダケスィ

Páll Ildikó

tirildahl@gmail.com



ブダケスィブダケスィブダケスィブダケスィのののの歴史歴史歴史歴史

ブダケスィは１２９６年から建てられ始めた。
ローマ時代に貿易のためにブダケスィの近くに
道が作られた。

ブダケスィに新石器時代からブダケスィに人が
住んでいた。ケスィは建国の時の朝廷だ。ブダ
ケスィはその朝廷の場所だ。

トルコの時代にブダケスィは無人になってしまっ
た。１６５９年にZichy Istvánという人がシュ

ブァーベンを移住させた。シュブァーベンは葡萄
を植えた。1739年にブダケスィで黒死病でたくさ
ん人がなくなった。19世紀の終わりから観光地
になってきた。1901年にエリーザベト (オースト
リア皇后)保養所が開かれた。

第二次大戦後シュブァーベンが強制退去され
た。もっともお金持ちな人がブダペストからブダ
ケスィに引越した。

今、ブダケスィはダペストのベッドタウンとなって
いる。

ブダケスィの有名な人物

ハンガリーの国歌を作った

エルケル フェレンツ。
（ http://en.wikipedia.org/wiki/Ferenc_Erkel）

近代五種競技のバルツォ・アンドラシ

（Balczó András）。

有名な詩人な、ナギィ・ガスパル

（Nagy Gáspár）



ブダケスィブダケスィブダケスィブダケスィのののの名所名所名所名所
ブダケスィは谷にあって森もいっぱいある。
ハイキングが好きな人たちにいいところだと
思う。例えば歩いて１、５時間ぐらいでヤー
ノシュ山に行ける。山と呼ばれているが
ヤーノシュ山は丘だ。そこでエリザベートと
いう有名な展望台もある。

ブダケスィのはずれにある野生動物園は人
気スポットである。このサファリパークは１９
７９年に開かれた。野生動物園には鹿や
ジャッカルや梟や蝶やろばなどがいる。子
供たちが動物にさわることもできる。

ブダケスィから２，５ｋｍはなれたところに
「子供列車 」も走っている。子供列車は子供

を連れてハイキングに行きたい人に使われ
る。

ブダケスィにたくさん像がある。一番有名な
のは国歌の像だ。この像が２００６年に建て
られた。国歌の叙情詩が像に書いてある。
真ん中に高さ２メートルキリスト教の神様の
銅像がある。

野生動物
園

野生動物園

野生
動物
園



１９８６年に、野生動物園の近くに古
い機関車が置かれた。ブダケスィで保
養所と病院がたくさんあり、一番有名
なのはＭÁV Korházと言う病院だ。（Ｍ
ÁVはハンガリー国鉄）。機関車はＭ
ÁV Korházの文化財だ。

ハンガリーの国歌を作ったエルケル・

フェレンツはブダケスィに住んでいた
からたくさんの有名な場所に彼の名
前がつけられている。

ブダケスィの公民館もエルケル・フェ
レンツと呼ばれている。そこで地元の
才能があるアーティストの展覧会がた
くさんある。

ブダケスィに教会が二つある。一番き
れいなのはプロテスタント教会だ。そ
れは建築学の賞もとった。

カトリック教会はもっと古い。ブダケ
スィで信者の数は多い。ブダケスィの
真ん中に公園がある。その公園に新
しい遊具や大きな栗の木がある。

プロテスタント教会

国歌像

機関車



ブダケスィブダケスィブダケスィブダケスィののののホテルホテルホテルホテル

Keszi Panzió Budakeszi

住所: Fő út 172., 2092 Budakeszi

電話番号: +36  23 450-526 

部屋数: ７（部屋:６、アパート：１）

叙述:

• 無料駐車場

• ガレージ

• WI-FI

• テレビ

• 食堂

• ペット可能

• 値段: 7500 ＨＵＦから20000 ＨＵｆ

まで （朝食が入っている）



Aqua Hotel Budakeszi

住所: : Fő út ８, 2092 Budakeszi

電話番号: : +36  23 453 356

ホームページ:
http://www.aquapanzio.hu/

部屋数: １６

叙述:

• 無料駐車場

• ガレージ

• WI-FI

• テレビ

• レストラン

• ペット可能

• プール

• サウナ

• マッサージ

• 髪結い

• 美容院

• ジャクジー

• スカッシュ

• フィットネス

• パターゴルフ

• 乗馬

• 値段: 14900 ＨＵＦから24900

ＨＵＦまで （朝食が入ってい
る）



Tanne Hotel

住所: 2092 Budakeszi, Esze Tamás 
u. 1-3.

電話番号: +36 23 451-144

ホームページ: www.tannehotel.hu

部屋数: ４２（アパート：２）

叙述:

• 無料駐車場

• ガレージ

• WI-FI

• テレビ

• レストラン

• サウナ

• ファッションショー

• 酒蔵

• ジム

• 会議部屋 （容量 ：５0人）

• ペット可能

• 値段: 9000 ＨＵＦから16500Ｈ

ＵＦまで



Orgona Panzió

住所: 2092 Budakeszi、Kossuth Lajos 
utca 14/c

電話番号: +36 30 816 4131、、、、+36 23 450 
486、、、、 +36 23 454 175

ホームページ: http://www.orgona-
house.com/

部屋数: ８

叙述:

• ペット可能

• WI-FI

• テレビ

• 無料駐車場

• クリーニング

• 食堂

• 値段: 2500 ＨＵＦから3000ＨＵＦま

で



ブダケスィブダケスィブダケスィブダケスィののののレストランレストランレストランレストラン

名前名前名前名前: Gesztenyéskert 

Vendéglő

住所：2092 Budakeszi, Szanatórium 
u. 

電話番号: +36-23-453-720

営業時間：毎日 11:00時 - 23:00時

ホームページ：
http://www.gesztenyeskert.hu

このレストランは2006年から開いて
いる。ハンガリー料理もたくさんある

ほかのレストランと比べてちょっと高
い。ハンガリーの有名なワインも飲
める。

名前名前名前名前: Szepi Panzió és 
Vendéglı

住所：2092 Budakeszi, 

Gyöngyvirág u. 

電話番号: +36-23-450-266

ホームページ：
http://www.szepi.com

セピペンションのレストランは本当
に居心地がよい。 量も多く料理が
おいしくて、値段はあまり高くない。



名前名前名前名前: Aqua Panzió étterem és grillterasz

住所：2092 Budakeszi, Fõ u. 

電話番号: +36- 23- 453- 356

ホームページ：http://www.aquapanzio.hu

食膳にはろうそくが立てられる。ライブ・ ミュージックも

ある。雰囲気がよい。伝統的なハンガリー料理がいっ
ぱいある。ホームページはハンガリー語とドイツ語と英
語で書かれている。値段はあまり高くない。

名前名前名前名前: Black Horse Pub & 

Restaurant

住所：2092 Budakeszi, Fő tér 
電話番号:  +36- 23- 452- 313

プロテスタント教会の後ろにある。イ
ギリスのパブの雰囲気がある。飲み
ながらおいしい食べ物を味わい、友
達と一緒に楽しい時間がすごせる。



名前名前名前名前: Papaya Pizzéria és 

Kávézó

住所：2092 Budakeszi, Fő tér 

電話番号: 

ホームページ：
http://www.papayapizza.hu

営業時間：毎日 11:00時 - 23:30時

名前名前名前名前: Minigolf Étterem és 
Sörözı
住所：2092 Budakeszi, Márity László u. 

電話番号: 

営業時間：火-日: 11:00時 - 20:00時 月: 

休日

名前名前名前名前: Tanne Étterem 

住所：2092 Budakeszi, Esze Tamás u. 

電話番号: 

ホームページ：http://www.tanne.hu

営業時間：火-日: 12:00時 - 22:00時月: 休
日

名前名前名前名前: Piz-Za Porta 

住所：2092 Budakeszi, Fı u. 

電話番号: + 36- 23- 450 -

183

ホームページ：
http://www.pizzaporta.hu

他他他他ののののレストランレストランレストランレストラン





お勧めの宿泊先はAqua Panzió。値段は高いサービ
スがすごい。安いところがいいならOrgona Panzióが

おすすめだ。この町はブタペストの近くにあるが自然
が楽しめる。観光地とはいえないが、美しい場所が
ある。ブダケスィで一番人気があるのは野生動物園
だ。そしてちかくにある国歌の像も是非見てほしい。
小さいけど美しい公園を散策すると教会に着く。教会
のとなりには遺跡も見える。昔はここに小川も流れて
いた。ブダケスィは森に囲まれているのでハイキング
にも最適。Ｋｏｓｓｕｔｈ ｕｔｃａから森に入れる。Minigolf

レストランでパターゴルフもできる。

ブダケスィは小さな町だから、歩いても名所をぜんぶ
まわれる。


