
Keszthely 

ケストヘイ 



基本データ 

 県:ザラ県 

 座標: 北緯 46 度 46 分 11 秒 東経 17 度 14 分 53 秒 

 人口: 20 116 人 (2015 年) 

 面積: 75,98 km² 

 人口密度: 262,04 人/ km2 

 市長: Ruzsics Ferenc 

 郵便番号: 8360 

 ホームページ: http://www.keszthely.hu/ 

 

交通アクセス 

 



ケストヘイはブダペストから 190km のところにある。 町はバラトン湖

の北西側である。 

ブダペストのネープリゲット(Népliget)にあるバスターミナルからバス

で２時間ぐらいでケストヘイに行ける。ブダペストから行く場合は、電

車でも行ける。夏、電車でニーレジハーザとかミシュコルツから行く場

合も簡単に行くことができる。なぜなら、夏は電車の数が増えるからで

ある。車の場合、バラトン湖の北側の国道 7１号線、あるいは南側の高

速７号線で行くことができる。 

 

歴史 

ケストヘイには新石器時代から人々が住んでいた。新石器時代の色々な

収蔵品が見つかっている。たとえば、様々な陶磁器がある。先史時代が

終わるときには、ケルトという人々が現れた。後で、ケルトがローマ人

に敗北した。４００年にはフン族がこの地方が乗っ取る。この後、様々

な人々がこの地方に来た。例えば、アヴァール帝国とか、ロンゴバルド

とか、東ゴートも現れた。最後に 10世紀にハンガリー人が現れた。当

初はケストヘイは「Kostel」という村だった。1247 年の古い紙が見つか

ったが、この紙に「Keszthely」と書かれた。それ以来「Keszthely」と

になったようだ。13世紀には Keszthely は大きになった。14世紀の経

済成長を経て町になった。それで、15 世紀に人口は 1000 名を超えた。

16 世紀から 17世紀にかけて、ハンガリーはトルコの管理下にあった。

しかし 1686 年にカニジャ（Kanizsa）の城を奪還すると、トルコが倒れ

た。トルコ支配が終わった 18世紀にフェシュテティチ・クリストフ

(Festetics Kristóf)がこの地方を買った。1745 年にバロックの城の建

設が始まった。このために、たくさん就職の機会があった。それで、西

ハンガリーの第 2 の大都市とになった。19世紀には文化的な変化を見

ることができる。例えば、1862 年に、石の劇場と経済研究院が構築され

た。 

 

 

 



有名人 

Csík Ferenc (1913 年 12 月 12 日―1945 年 3 月 29 日) 

シク・フェレンツは元競泳選手である。シク・フェレンツは

１９３６年のオリンピックの１００ｍ自由形で金メダルを獲

得した。オリンピックで勝ったとき「私は世界で最も幸せな

男だ。」と言った。 

Szendrey Júlia  

(1828 年 12 月 29 日―1868 年 9 月 6 日) 

センドレイ・ ジュリエットはペテーフィ・シャーンドルの妻

だった。センドレイ・ ジュリエットは、ペテーフィ・シャー

ンドルと同じ作家と詩人だった。1847 年 9 月 8 日にペテーフ

ィ・シャーンドルと結婚した。 

Goldmark Károly  

(1830 年 5月 18 日―1915 年 1月 2日) 

ゴルドマルク・カーロイはケストヘイに生まれた作曲家だ。

1865 年から 1871 年にかけて、もっとも有名なシバの女王

(Sába királynője)というオペラを作った。 

 

名所 

Goldmark-ház (ゴルドマルクの家) 

ケストヘイではすごく有名な歩行者天国がある。ここにたくさん面白い

建物がある。ゴルドマルク・カーロイはこの建物に住んでいた。上に書

いたとおり、ゴルドマルク・カーロイはとても有名な作曲家だった。18
世紀にバロック様式で建てられた。今は美しい庭だけ行くことができる。 

住所: Kossuth u. 22. 
開館時間：おそらく 8 時から 20 で 
料金：無料 



 

Városháza (町役場) 

町役場は 1769 年にクリストフ・ホフスタッターの計画によって建てら

れた。最近建て直した。町役場の中の天井の美しい絵は 19 世紀に作ら

れた。住所: Fő tér 1. 
 

 

 

 



Festetics György ülőszobra (フェシュテティチ・ジョージの像) 

ファルカシュ・フェレンツによって作られた像だ。2005 年の、フェシュ

テティチ・ジョージの生誕 250 年記念日に、この像が作られた。  

住所: Fő tér 
料金：無料 

 

 

ホテル 

Sebestyén Vendégház (セベスチェンゲストハウス) 

セベスチェンゲストハウスはケストヘイの南部にある。いろいろな面白

い観光地が近いから、このホテルはとてもいい。例えば、バラトン湖の

博物館とか、鉄道の駅とか、中央バスターミナルも近い。ゲストハウス

で 3 階ある。新しい家具があるゲストハウスは大変きれいだ。そして、

駐車場もある。 

住所: Festetics utca 40. 
携帯電話: +36(30)505-3032, +36(83)312-462 
メール: sebestyenhaz@keszthelynet.hu 
ホームページ: www.keszthely.hu/sebestyenvendeghaz 
旅行者税があるけど、410HUF。 
料金：ダブルベッドがある部屋は一晩 9000HUF。 



シングルルームは一晩 6500HUF だ。 
2 歳までの子供は一晩 2000HUF。 
3 歳から 10 歳までの子どもは 3000HUF だ。 
７月から８月にかけて、割引がある。 
「SZÉP-カード」も使用可能 

 

 

Kristály hotel (クリスタルホテル/結晶のホテル) 

クリスタルホテルはちょっと高いけど、本当に価値がある。バラトンや

ダウンタウンまで徒歩で５分ぐらいだ。このホテルは温泉もあるから、

とても便利だ。ホテルで泊まる人にとっては温泉は無料だ。もしそうで

ないなら、１人に 2000HUF だ。ジャグジーとか、マッサージとか、美容

師とか、マニキュアとか、ソラリアムもあるので、いいところだと思う。 

 
住所: Lovassy S. u. 20 
携帯電話: +36(83)318-999 

メール: info@kristalyhotel.hu 
ホームページ: www.kristalyhotel.hu 
開館時間:  年間を通じて 
料金：ダブルベッドに１人で泊まる場合、朝ごはんつきで 13900HUF。
２人で泊まると 19800HUF だ。家族の部屋には４つベッドがある。朝ご

はんつきで、２人の場合 25 000HUF。６歳以下の子供は無料。６～14 歳



は４０％割引となる。いろいろな部屋の種類があるから、ホームページ

をチェックしてください。「SZÉP-カード」も使用可能。 
駐車場と Wi-Fi もある。 

 

 
 

レストラン 

Halász csárda (漁師の宿) 

1934 年プリッル・ジュラによってオープンされた。スヴァステッチ・ゲ

ーザの設計によって建てられた。1980 年に火事で屋根が焼け落ちしばら

く閉まっていたが、2012 年 5月に再オープンした。美しい景色と伝統的



なハンガリー食べ物とジプシー音楽が楽しめ、値段も財布に優しい。い

ろいろな魚の種類やスープやデザートが食べることができる。例えば、

サーモンとか、魚のスープとか魚の切り身が食べられる。魚のスープの

価格は約 2000HUF。デザートはもっと安い。グンデルパラチンタは

850HUF だけだ。 

住所: Csárda u. 9. 

ホームページ: http://halaszcsardakeszthely.hu/en 
メール:メールはサイトで 送信することができる 

予約：06/83 310-036 

開館時間: 毎日 11 時から 23 時まで 

 

 



Tompos étterem （トムポシュレストラン） 

トムポスの家族はこのレストランを 2012 年に開けた。このレストラン

で価格はあまり高くない。ここはたくさん肉の種類がある。例えば、牛

肉とか、小羊とか、豚肉などだ。ベジタリアンの料理もある。もちろん、

例えば、ポテトと牛肉とソースの価格は 1600HUF から 3800HUF。 

住所:Pázmány P. u. 56-60. 
ホームページ: http://www.tomposetterem.hu/ 
メール: tomposetterem@gmail.com 
予約: 06 83/777-550, 06 30/396-0020 
開館時間:毎日 11時から 22時まで 

 

 



ケストヘイの歩き方 
ケストヘイは大きな都市だから、様々なものを見つけられる。ブダペス

トからバスで来るなら地図の７番に到着する。町の散策にはこの地図を

使ってください。 

1. Goldmark-ház (ゴルドマルクの家) 

2. Városháza (町役場), Festetics György ülőszobra (フェシュテティチ・

ジョージの像) 

3. Sebestyén Vendégház (セベスチェンゲストハウス) 

4. Kristály hotel (クリスタルホテル/結晶のホテル) 

5. Halász csárda (漁師の宿) 

6. Tompos étterem （トムポシュレストラン） 

7. ケストヘイのバス停と電車駅 



 


