
Dunaújváros

ドゥナウーイヴァーロシュ

ドゥナウーイヴァーロシュの基本的データ

位置: フェイェール県

人口: 4 万 6052 人 （2015 年 1 月 1 日現在）

面積: 52.66 km2

人口密度: 861 人/km2

郵便番号: 2400

座標: 北緯 46 度５8 分５0 秒 東経 18度 54 分 46 秒

ブダペストからドゥナウーイヴァーロシュまで

ブダペストの Kelenföld 駅からドゥナウーイヴァーロシュ行きインターシティー電車で

１．５時間ぐらい かかります。



ドゥナウーイヴァーロシュの歴史

ドゥナウーイヴァーロシュ地方には原始時代から人が住んでいました。古代ローマ帝国時

代は、リメス(ローマ領の境界線)の町、インターシーザー (Intercisa)という名前でした。アー

ルパード時代(1000-1300)に町の名前がドゥナぺヌテレ(Dunaｐentele)に変わりました。

1848-1849 年のハプスブルグからの独立戦争では 223 人の兵士がこの町から戦争に行きま

した。第二次世界大戦の後、ハンガリー人民労働者党は 1949 年にここに製鉄所を建てるこ

とにしました。それで製鉄所のために現在の都市を建てました。そのとき、町の名前がもう

一度変えられ、スターリンヴァーロシュ(Sztálinváros)という名前になりました。

この時期に面白い都市伝説があります。あるとき、都市の工事現場で人民労働者党員が

「同志！この都市で鉄も鋼鉄も流れるだろう！)」とスピーチをしました。でも、この人は、

スピーチした後で来賓として来ていた有名な作家,オルケニュ イシュトバーン (Örkény

István), に「鋼鉄は絶対に流れるはずがないだろう！」と耳打ちしました。1961 年にこの町

は現在の名前になりました。ドゥナウーイヴァーロシュはプロパガンダ目標に使われて、

ロシアからお客様が来るとこの都市を案内しました。

ドゥナウーイヴァーロシュに住んでいた有名な人物

Dolák-Saly Róbert (1955-) お笑い芸人、音楽家、

L’art pour l’art (ラール ポウル ラールト)というお笑いグループ

のメンバーである。このグループは ハンガリーで一番有名である。

Fabó Éva (1967-1994)

フィンスイミングの世界チャンピオン (1985)。 都市のプールは Fabó Éva の名前

にちなんで名付けられました。

Koltai Róbert (1943-) 俳優、監督

Indul a bakterház (インドゥル ア バクテルハーズ)という映画で脇

役を演じました。 そして、多くの劇や映画の監督もしました。



ドゥナウーイヴァーロシュの観光スポット

インターシーザー 博物館

住所 2400 Dunaújváros Városháza tér 4.

電話番号 +36 25 411 315

開店時間火－金 10:00-16:00

サイト http://intercisamuzeum.hu

入場料：大人 700Ft、

子供／年金/受給者 350Ft

ガイドツアー（英語）を付ける場合

は:9650Ft を別に払います。

駐車場はありますが、博物館の前の広場はとても綺麗なので、歩いて行くのが一番いいと思

います。博物館でハンガリーで一番大きなローマ時代のコレクションがあります。そして、

原始時代、古代、中世のコレクションもあります 外にも展示物がありますが、外のものは

４月 15 日～10 月 15 日の間のみ見ることができます。

Dunaparti Szoborpark （ドナウ川岸の彫刻公園）

ドゥナウーイヴァーロシュにたくさん像があります。特に、

ドナウ川岸（地図の７）にある彫刻公園には現代像がたくさ

んあります。 公園は屋外にあるので入場料は必要ではありま

せん。

また、都市部にある Öntelt Mackó(高慢なクマ) という像

はとても有名です。 この像はプールの近くにあります。

（地図の 11）。



ホテル

Corner Hotel

住所 2400 DUNAÚJVÁROS Dózsa György tér 2.

メール cornerhotel@cornergroup.hu

電話番号 +36 25 502 380

サイト http://cornerhotel.eu/en/

このホテルは都心にあります。ドナ

ウ川も市庁舎広場も近いです。バス

停やタクシー乗り場もすぐそばです。

ホテルのレストランはとても美味し

いです。ホテルには無料のインターネットがあり、両替所（開店時間 :7 時 30 分―21 時）も

あります。

Hotel Kerpely

住所 2400 Dunaújváros , Táncsics Mihály. utca. 1/a

メール info@hotelkerpely.hu

電話番号 +36-25-551-155

サイト http://www.hotelkerpely.hu/en

このホテルは学生にとても便利です。ホテルの

そばに Campus レストランがあって、そこにボ

ーリングとスカッシュコートがあります。

希望があればプログラムも計画することができ

ます、 例えばスカイダイビングやグライダーの体験ができます。



レストラン

Kiskohász

住所 2400 Dunaújváros , Balogh Ádám utca 16-18

電話番号 +36-25-510-447

サイト http://kiskohasz.hu/

開店時間 11:00-23:00

無料駐車場、Ｗｉ-Ｆｉ

市でもっとも歴史のあるレストランです。

レストランは綺麗で、特に牛肉料理がも美味しい

です。お子様連れでも大丈夫です。子供のメニューもあります。メニューはハンガリー語と

英語があります。ワインの種類も豊富です。ランチメニューもあります。

Vigadó

住所 2400 Dunaújváros , Vigadó tér 88

メール etterem@avigado.hu

電話番号+36 25 786-010

サイト http://www.avigado.hu/

開店時間 11:00-23:00

無料駐車場、Ｗｉ-Ｆｉ

たくさんの伝統的なハンガリー料理や野生動物料理とピザから選ぶことがあります。

子供を連れて行っても大丈夫です。メニューはハンガリー語と英語があります。ワインの種

類も豊富です。ランチメニューもあります。

Aranyhordó Étterem és Pálinkaház

住所 2400 Dunaújváros , Erdõsor 31/A

メール ahetterem@gmail.com

電話番号 +36-25-787-529

サイト http://www.aranyhordoetterem.com/english

開店時間 11:00-22:00

無料駐車場、Ｗｉ-Ｆｉ

子供を連れて行っても大丈夫です。子供のメニューもありあす。メニューはハンガリー語と

英語があります。ワインの種類も豊富です。ランチメニューがあり、毎週日曜日はバイキン

グもあります。



ドゥナウーイヴァーロシュの歩き方

電車でドゥナウーイヴァーロシュまで来たら、駅から都心にバスで行くことができます。

バス停は駅の前にあります。18 番のバスに乗ってください。都心のバス停の名前は Dózsa

Mozi（ドージャ映画館。地図の２）です。７つ目の停留所です。切符はバスで買うことが

できます（240Ft）。都心から彫刻公園、博物館、病院、劇場までは簡単に行けます。都心

の近くにプールもあります。彫刻公園はぜひご覧ください！

都心から 20 番のバスで 10 分ぐらい行くと旧市街につきます(Magyar út の停留所で降りて

ください)。ここでたくさん伝統的なワイン屋が並んでいます。でも、ドゥナウーイヴァー

ロシュは小さい都市ですし、公園や像や緑が多いですから、歩いて回るのが一番いいと思い

ます。

ドゥナウーイヴァーロシュの地図



1. インターシーザー 博物館

2. Corner Hotel

3. Hotel Kerpely

4. Kiskohász

5. Vigadó

6. Aranyhordó Étterem és Pálinkaház

7. ドゥナー岸(彫刻公園)

8. Bartók劇場

9. バスターミナル

10. 電車駅

11. Öntelt Mackó

12. プール

13. 旧市街/Óváros


