
 

ブブブブダオルシュダオルシュダオルシュダオルシュ    

                    

 

       

 

国： ハンガリー 
県：ぺスト 

タイプ：町 

郵便番号：２０４０ 

人口：２８、２７２人 (2009) 

面積：２３，５９ km²    (2009) 

姉妹都市： 

ドイツ：ブレッツフェルド     (Bretzfeld)  

ギリシア： ピルゴス          (Pirgosz) 

スロバキア：  キシューイファル (Kisújfalu)  

セルビア：カニジャ              (Kanizsa)   

ブダオルシュというは名称は 「ブダ」と「オルシュ」が合わさってできた。「オ

ルシュ」という言葉はハンガリー人の部族集団のぶぞくの名前です。「ブダ」は地

域の名称です。ブダオルシュはブダぺストの西の門とも言われてます。 

 

 



ブダオルシュブダオルシュブダオルシュブダオルシュのののの歴史歴史歴史歴史    

紀元前３５００年に初めて人がブダオルシュに来た。ローマ人がこの地に来る前に

は１０００年ぐらいセルティックのエラビスク(eraviscus)族が住んでいた。ハンガ

リー人がハンガリーを征服した後、ブダオルシュにハンガリー人が住むようになり、

王様の地所になった。１５６６年にタタール人に攻撃され、ブダオルシュは無人と

なった。１７２０年 Gróf Bercsényi Zsuzsa がこの町を買って、ドイツ人が住み始

めた。そして町が発展し、教会も建てられた。１７３９年伝染病ペストのせいで２

５９名が亡くなった。その後、ドイツからブダオルシュに更に人々が移り住んだ。

Gróf Bercsényi Zsuzsa が亡くなった後、ブダオルシュは王様の保有地となった。

１９２１年 10 月２２日にブダオルシュで戦いがあった。１９４４年１２月２４日に

ドイツ国防軍(Wehrmacht)がブダオルシュに侵攻し、たくさんの建物が壊され、１４

名が亡くなった。１９４６年にドイツ人がドイツに強制送還された。このため人口

の９割が減ってしまった。 

    

ブダオルシュブダオルシュブダオルシュブダオルシュにににに住住住住んでいたんでいたんでいたんでいた有名有名有名有名なななな人物人物人物人物        

Herczog Szilveszter (ヘルゾグ・ シルヴェスタ) 

１８９３年１２月３０日に生まれた。彼はこの町の有名な作曲家であり音楽者であ

った。１９６８年６月に、７４歳で亡くなった。 

 

ブダオルシュブダオルシュブダオルシュブダオルシュのののの名所名所名所名所        

Budaörsi Repülőtér -ブダオルシュの空港 

ハンガリーでもっとも古くて小さな国際空港である。１９３７年に建てられた。中

心の建物は記念建造物に指定されている。 

 

ブダオルシュの空港 



Római katolikus templom -カトリック教会  

住所：Templom tér  電話番号：06-23-440-414 

これはブダオルシュの最初の教会で１７４４年から １７５１年までの間に建てら

れた。この建物はバロックとクラシカル様式である。守護天使は Nepomuki Szent 

János （ネポムキ・セント・ヤーノシュ）である。教会の庭に石像がある。これは

1925 年の Pásztor János（パーストル・ヤーノシュ）の作品である。石像の後ろに

碑石があって第二次世界大戦の間に亡くなった人の名前が読める。 

カトリック教会  

Régi Iskola - 旧校舎 

１７８８年に建てられた校舎はキリスト教会のうしろにある。この建物はバロック

様式である。 

 

Kőhegyi Kápolna -コーヘジ（石山）上の チャペル 

ブダオルシュの中心にこの山がある。山の上

に大きな十字架とチャペルが見られる。これ

は１８５５年に Wendler Ferenc「ウェンデ

ル・フェレンツ」によって建てられた。第二

次世界大戦の後に壊れてしまったが、１９９

５年にブダオルシュの市民によって再び建て

られた。ここからの景色は本当にきれい。 

コーヘジ（石山） 



 コーヘジ（石山）上の チャペル  

 

Öreg temető és Csulits kápolna -旧墓地 と チュリチュ・チャペル  

チャペルは 1862 年に建てられてた。墓地には沢山の彫刻墓石がある。最も古いのは

１７８２年に亡くなった Mertinger József（メルティンゲル・ヨージェフ）のも

のである。 

 

-旧墓地  

 

Tájház: Weber-ház – 田園生活博物館:ウェベル 家 

住所: Budapesti út 47  電話番号: 06-23-440-217 

１９世紀建てられ始め２０世紀の始めにオープンした。この建物の名前は Weber 

János（ウェベル・ャーノシュ）というオーナーの名前からのものである。ここでは

記念建造物となっている建物と倉庫が見られる。郷土史コレクションもここにある。 

Borospincék – ワインセラー 

住所：Kőhíd utca 6. 

ここは古いワインセラーで、ぶどうの歴史を知ることが出来る。いくつかの建物の

中に貴重なぶどう栽培用具を見ることができる。 



 

ワインセラー 

 

Riedl Ferenc Helytörténeti Múzeum – リエデル・フェレンツ 博物館 

住所：Budaörsi út 47.  電話番号: 06-23-440-217 

営業時間: 火曜日-土曜日:14-18, 日曜日: 10-14, 月曜日 :休館 

この博物館の名前は Riedl Ferenc（リエデル・フェレンツ）という民俗学者からと

られている。ブダオルシュの住民が強制送還された以前の生活様式が研究対象とな

っている。ここでは１９世紀のドイツ系住民の部屋と台所が見られる。 

Riedl Ferenc 

リエデル・フェレンツ博物館 

 

Budaörsi Kálvária-ブダオルシュのカールバーリア 

この丘の下に小さいチャペルがある。ここから小道を歩いて丘の上にある十字架に

行ける。十字架はバロック様式。夜景がきれいで人気がありカップルに人気。 



 丘の上にある十字架 

 ブダオルシュのカールバーリア 

 

Törökugrató – トルコウグラトー 

ブダ山地の一部がこう（トルコ人が飛び込む崖）呼ばれている。伝説によるとハン

ガリー人の兵士がトルコ人からブダを奪還したとき、トルコ人が馬に乗って、この

山の上に逃げたが結局崖から飛び降りたらしい。 

 トルコウグラトー 

 

    

    

    



ブダオルシュブダオルシュブダオルシュブダオルシュののののホテルホテルホテルホテル    

Holiday Inn -Budaörs - Hotel **** ホリデーインン ブダオルシュ ホテル 

ビジネス、会議 ホテル 

住所:2040 Budaörs, Agip utca 2    

部屋数：163 (部屋：１６０、アパート：３) 

会議へや：６ (容量 ：３２０人) 

無料な駐車場 

ガレージ 

テニスコート：２ 

ビリヤードサルーン 

サウナ 

WI-FI 

晩：ライブ音楽 

イタリアのレストラン 

平日 ：ビュッフェ 

週２回：グリル 

                                                

 

 

 

 

 

 

 



Adler panzió―アドレル ペンション 

値段値段値段値段：：：：    

シングルシングルシングルシングル::::  最初の部屋: 45 €  

            奥の部屋: 52 € 

ツインツインツインツイン::::     最初の部屋: 52€ 

            奥の部屋: 58€ 

エキストラベッドエキストラベッドエキストラベッドエキストラベッド: : : : 奥奥奥奥のののの部屋部屋部屋部屋: 20: 20: 20: 20€        

住所： Budaörs、Budapesti út 15.    

電話番後：06-23-440-215 06-23-440-552  06-23-441-650 

ファックス： 06-23-441-657 

メール： adler@adlerpansio.huinfo@adlerpansio.hu              

 

 

Panoráma Vendégház―パノラーマ ゲスト家 

住所：: 2040 Budaörs, Felsőhatár u. 25 

電話番号：: 00-36-23/440-189  00-36-30/516-30-89   

ファックス: 00-36-23/440-189 

メールアドレス: daniel.kovacs@fibermail.hu 

ホームページ:   www.hotels.hu/panorama_budaors 

営業時間: 0-24 月曜日―日曜日 

００００－－－－３３３３歳歳歳歳までまでまでまで：：：：無料 

12121212 歳歳歳歳までまでまでまで：：：：50% 値引き 

 



ペット持ち込み可能 

テレビ、 

エキストラベッド、 

冷蔵庫、 

グリル、 

エアコン, 

インターネット、 

庭、 

WI-FI、 

バイク、 

閉鎖駐車場 

 

値段：７５００HUF/夜/人   (３０€ ) 

１０．０００HUF/夜/2 人  (３８ €)    

 

 

Mini Panzió-ミニ ペンション 

住所： Baross utca 49 

 

 

    



ブダオルシュブダオルシュブダオルシュブダオルシュののののレストランレストランレストランレストラン    

Kínai étterem – 中華料理店 

私の大好きなレストラン。快適で料理はとても美味しい。ただちょっと高い。この

レストランの給仕は本当に友好的な人である。 

住所：Budaörs Budapesti út 44.  電話番号：０６－23－414-999  

 

Marteen’s Grill house -マルテーンス グリル 家 

住所：2040 BUDAÖRS, SZIVÁRVÁNY UTCA 106. 

 

 

OLASZ ÉTTEREM 108 PIZZA CAFFE -イタリアン レストラン 108 ピザ、喫茶店 

住所：2040 BUDAÖRS, BUDAPESTI ÚT 108.  

 

FLAMINGO ÉTTEREM-SÖRÖZŐ -フラミンゴ レストラン,パブ 

住所：2040 BUDAÖRS, PETŐFI SÁNDOR UTCA 56/A  

 

 



BEATRIX SÖRÖZŐ-ÉTTEREM -ベアトリクス パブ,レストラン 

住所：2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 184  

 

KERÉK VENDÉGLŐ ÉS PANZIÓ -ケレーク レストラン,ペンション 

住所：2040 BUDAÖRS, BUDAPESTI ÚT 68.  

 

 

RÓZSAKERT VENDÉGHÁZ –  ロージォァケルト(薔薇園 ) ゲスト家 

住所：2040 BUDAÖRS, SZABADSÁG ÚT 46.  

電話番号：０6－ 23－440-225， ０６－70－616-2138  

営業時間: ４月１日から 9月 30 日まで: 12-23 時  

１０月 1日から 3月 31 日まで ： 12-22 時  

サイト： www.rozsakert-etterem.hu 

このレストランはブダオルシュで最も古い。レストランの庭の部分に子供たちのた

めの遊び場がある。お客さんは伝統的なハンガリーの料理を食べることができる。

メニューは季節やハンガリーのお祭り(例えば,イースタ、クリスマス)に合わせて変

わる。お客さんは有名なハンガリーのワインもパーリンカ(pálinka)も飲める。パー

リンカも２３種類ある。ここでは企業や家族など色々なイベントも主催される： 

 

                    

 



FRIEDMANN-HÁZ ÉTTEREM  -フリエドマッン ハウス、レストラン 

住所：2040 BUDAÖRS, IFJÚSÁG UTCA 22  

電話番号: 06 23 420 969, 06 23 420 801  

ファックス: 06 23 500 569 

メール: friedmann@friedmann.hu 

営業時間： 

月曜日から金曜日まで: 11:00-15:30 

土曜日 11:00-14:00 

このファミリーレストランは本当に人気で昼休みに特に込む。また毎年色々なイベ

ントも催される。（例えば、クリスマスパーティー、ボール） 

サービス： 

• 製菓 

• コールドキッチン 

• パーティー セービ  

• 結婚式の組織 

 

 

 

Berger Vendéglő -ベルゲル レストラン 

住所：Budaörs,2040 Présház utca 2. 

電話番号：06-23-414-994, 06-23-441-070 



営業時間:12:00-22:00 

サイト：http://bergervendeglo.mtt.hu 

このレストランは私が二番目に好きなところ。よてもよい。コーヘジ（石山）の近

くにある。料理はとってもおいしいし、ウェーターも親切である。 

 

 

Csopak Vendéglő,pizzéria,panzió -チョパクレストラン,ピッツェリア,ペンション 

住所：2040 Budaörs, Munkácsy Mihály utca 32  

電話番号： 06-23-415- 413  

 

Fogadó a magyar királyokhoz  

フォガド ア マジャル キラォクホズ (ハンガリー王のためのレストラン) 

住所：2040 Budaörs, Semmelweis u. 10/a 

電話番号：06-23-442-512,06-20-234-8509 

ファックス: 06-23-440-437,06-20-994-059 

サイト：: http://www.magyarkiralyok.hu  

営業時間：毎日: 12:00 - 22:00  

中世ハンガリー風のレストラン。値段はちょっと高いが、料理は美味しい。毎晩、

ルネサンス音楽を聞くことができる。お客さんは伝統的なハンガリーの料理も国際

的な料理も食べることができる。グリル料理も選べる。 



 

    

パブパブパブパブ、、、、喫茶喫茶喫茶喫茶： 

Pikler söröző (Zsíroskenyér)- ピクレル パブ (ジーロシュケニェール) 

住所：Budaörs,2040 Budapesti út 51. 

営業時間: 月曜日から水曜日まで：8:00-22:00 

      木曜日から土曜日まで：8:00-24:00 

      日曜日：8:00-14:00    

サイト：http://www.piklersorozo.hu/ 

1970 年のオープン以来、このパブは人気。若い人も年配の人もここが大好きである。

お客さんは美味しいサンドイッチも食べられるし、コーヒーも色々なカクテルも飲

める。テーブルサッカー、ダーツもあって コンサートも楽しことができる。 

                              

 

Szertár Kávézó –セルタール コーヒーハウス 

住所：Budaörs,2040 Templom tér 1. 

電話番号：06-23-789-558 

サイト：www.szertarkavezo.hu 

メール:info@szertarkavezo.hu 



営業時間: 月曜日から木曜日まで：10-24 時 

      金曜日から土曜日まで：10-01 時 

      日曜日：10-23 時 

もともと、ここにあったセンターが火災にあい、数年前に喫茶店として生まれ変わ

った。ここでは美味しいコーヒーやホットチョコレートやアイスクリームを楽しい

ことができる。 

    

ブダオルシュブダオルシュブダオルシュブダオルシュのののの歩歩歩歩きききき方方方方    

ブダペストからブダオルシュまでバスで３０分かかる。Móricz Zsigmond körtér(モ

ーリツ・ジグモンド) からブダオルシュまで４０番のバスに乗ることができる。ブ

ダオルシュの広場でバスを降りたほうがいい。バスストップのむかいに郵便局があ

る。まっすぐ行くと Szertár Kávézó (セルタール コーヒーハウス) や Régi 

Iskola (旧校舎) や Római katolikus templom (カトリック教会) などが見られる。 

その後で右にまがると Öreg temető és Csulits kápolna (旧墓地 と チュリチュ 

チャペル) が見える。そのまま行くと Berger Vendéglő (ベルゲル レストラン) に

行ける。もしお腹が空いたらそこで美味しい料理が食べられる。 

更に行くとヨーカイモール公民館にいける。そこで沢山のプログラムがある。例え

ば、劇や展示会などを楽しむことができる。また色々なコースも用意されている。 

更にまっすぐに行くと小さい店に着く。RÓZSAKERT VENDÉGHÁZ   (ロージォァケル

ト(薔薇園  ゲストハウス)があってそのレストランのそばにタイマッサージサロン

もある。ちかくに、CBA（スーパー）と沢山の小さい店もある。 

道を更に行き、Kisfaludy utca を右に曲がって行くと Borospincék (ワインセラー)

と Budaörsi Kálvária (ブダオルシュのカールバーリア) が見られる。ブダオルシュ

のカールバーリアの上にの登ると、近くにある沢山の山が見られる。そこから歩い

て森や（例えばコーヘジなどの）別の山へ行ける。 

その後、道路を行くと市役所 が見えてくる。更に行き、Illyés Gyula Gimnázium 

(イッエーシュジュラ高等学校) の前にあるバスストップで 88 番のバスに乗ると

Törökbálint(トロクバーリント) まで行ける。 

もし、ブダオルシュの端まで行ったら、沢山の公園があってベンチに座って自然を

楽しめる。近くに Auchan や IKEA があってお土産なども買える。 



 

 



ブダオルシュは、春か夏になると色々なプログラムや祭り（例えば宗教的な行列）

があるので、そのときに来ると楽しい。宗教的な行列は２００年以上前から毎年５

月にある。昔、定められた経路は２キロメートル。行列の幅は２メートルであった。

現在、この祭りは教会のまわりで催される。 

祭りの当日、日曜日のあさ３時に花のカーペットの準備が始まる。人々は模様を描

いて花びらをちらす。ふつう、宗教関係の絵をえらぶ。また、お祭りの間にミサと

宗教的な行列がある。この時、ブダオルシュの通りでクラフトフェアも開かれる。

ここで色々なお菓子やおもちゃや手工業製品を買うことができる。例えば、伝統的

な刺繍のテーブルクロスも籐製品、あるいは宗教的グッズなどが買える。 

 

 

花カーペット 

 

花カーペット 



 

花カーぺット 

 

宗教的な行列  

 

ブダオルシュにはとても沢山の山や公園やショッピングセンターがある。山登りに

もショッピングにも最高の町なのでここにぜひ来てください！ 

 

私の家がある道 



 

景色 

 

 


