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オーズドはハンガリーの北東部にあるボルショド・ 
アバウーイ・ゼムプレーン県の町である。オーズド

はボルショド・アバウーイ・ゼムプレーン県の2番目

に人が多い都市である。 
ブダペストからバスでだいたい3時間、車で2時間半、

電車で3時間半もかかる。 

オーズドの基本情報: 
 

人口: 34 395人 (2011) 
面積: 91,70 k㎡ 

人口密度: 380,92 人/k㎡ 
地域: 北東ハンガリー 

県: ボルショド・アバウー

イ・ゼムプレーン県 
(Borsod-Abaúj-Zemplén 

Megye)  
オーズドの名前は「úz」と言う民族の名前から生ま

れた。この民族は昔その辺に住んでいたと記録され

ている。 

郵便番号: 3600 
ホームページ: 

http://www.ozd.hu 

 
 
 
 

 

http://www.ozd.hu/


 
 

 
 
 

オーズドの歴史 
 
 
オーズドの周りでは、先史時代から人が住んでいた。町の名前についての最も古い

記録は、1272年に書かれた。13世紀から発展しはじめたが、町に成るのはけっこう

遅かった。20世紀の初めにまだ七つの村がオーズド以外にあった。 
1940年に７つの村が合併し、1949年に市となった。町の周りに山と小山が多くて、

昔からこの地を避けて大きな戦闘が行われた。変化は19世紀に始まった。鉱山が開

かれ、鉄の工場が建てられた。その工場は2005年から記念建造物に宣された。150年
に渡る冶金の時代が始まった。共産主義の時代にオーズドは産業街として大きく発

展した。体制転換の後で重工業の役割が下がり始め，現在失業率が大問題に成って

いる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



オーズドの有名人 
 
 
Molnár Piroska (モルナールピロシュカ) - 1945年にオーズドに生まれた女優の一人

である。コシュート賞なども受賞した優れた芸術家である。現在、劇場で後任に指

導にあたり、大学でも教えている。 
 
Győry Kálmán (ジョーリ・カールマ―ン) - 1940年にオーズドに生まれた数学者の一

人である。ハンガリー科学アカデミーの部員の一人である。デブレツェン大学の学

長でもある。 
 
Timkó Eszter (ティムコー・エステル) - 1969年にオーズドに生まれた女優の一人であ

る。声が低いので声優としても活躍している。 
 
Stefanek Gertrúd (ステファネク・ゲルチュード) – 1959年オーズドに生まれたフェ

ンシング選手、オリンピック選手 の一人である。五輪大会で二回も銅メダルを手に

入れた。 
 
Berencsi Attila (ベレンチ・アティッラ) - 1967年にオーズドに生まれた俳優、音楽家

の一人である。1989年にサン・セバスティアン国際映画祭で最優秀男優賞を受賞し

た。 
 
 
 

オーズドの有名な所: 市内の見物 
 
 

 
 
カシノ(Kaszinó) 
 
１８８４年に工事現場に勤める役人の為にネオ

ルネサンス建築様式で建てられた建物である。

今の様式の建物は１９３８年に作られた。一番

きれいな堂はTükörterem(鏡の部屋)と呼ばれてい

る。現在会議や集合など使われている。 
 
住所：3600 Ózd, Gyár út 4. 
電話番号:  48/471-836 
 
 
 
 
 
 



オーズド-セントシモンのローマカトリック教会  
(Ózd-Szentsimon római katolikus templom) 
 
１２００年にロマネスク建築様式で建てられた教会のことで

ある。１４－１５時期にゴシック建築で再建築された。その

際作られた壁画は現在貴重な宝物。 
 
住所：3600 Ózd,  Barátság út 2 
電話番号:  48/472-954 
 
 
 
 

 
 
オーズドの市の博物館 (Ózdi Városi Múzeum) 
 
住所：3600 Ózd, Gyár út 10. 
電話番号:  06-48/470-115 
営業時間: 月 – 金 9-15 時 
入場料: 240 HUF 
ホームページ:  http://vmozd.uw.hu/ 
 
１８４６年から使われた鉄の工場の稼動している

製鉄所を記念して建てられた建物のことである。

１９９４年から郷土史の形見も収集されている。 
 
 
 
 

 
マジパンの博物館 (Marcipán Múzeum) 
 
スウェーデンのパティシエCarl-Bertil Wideが作ったマジパン

と青銅の作品が１年を通して展示されている。作品は動物、

人間，料理などの形で作られている。 
 
住所：3600 Ózd, Vasvár út 50.  
電話番号:  30/935-1669  
営業時間: 月 – 日 10-22 時 
 
 

 
 
 
 
 



オーズドの有名な所: 近所の見物 
 

 
オーズドは完璧な遠足ところである。オーズドから日帰りでいろいろなところに行

ける。 
 
http://www.elmenyekvolgye.hu/ 
 
 
Arlói-tó (アルロウの池) 
 
オーズドの隣村の池である。現在池の周りにキャン

プ場が造られ、水も空気もきれいなとても素敵な遊

び場になっている。毎夏職人のキャンプも行われる。 
 
http://www.suvadasliget.hu/ 
 
 
 
 
 
Lázbérci Tájvédelmi Körzet (ラーズべーッの保護領域) 
 
オーズドから自転車でも簡単に行ける。完璧な

遠足ところである。Uppony(ウッポニ)の山の急

峻な岩場が山登りに行く人の大人気のスポット

となっている。山の下にあるラーズべーッの貯

水池はキャンプや釣り場など使われる。 
 
http://bnpi.hu/oldal/lazberci-tk-60.html 
 
 
 
 
 
Aggtelek (アッグテレク) 
 
車で一時間以下でアッグテレクに到着する。こ

こで世界遺産の一つであるBaradla(バラドラ)の
鍾乳洞が見られる。アッグテレクに職人の家も

取り仕切る。バンガローで造ったキャンプで自

然を感じながらリラックスすることができる。 

http://www.elmenyekvolgye.hu/
http://www.suvadasliget.hu/
http://bnpi.hu/oldal/lazberci-tk-60.html


 
 
 
Szilvásvárad (シルバシュヴァラヅ) 
 
車で30分くらいで着く古い村のことであ

る。ここにブック山脈で一番きれいで遠

足に一番いい場所Szalajka-völgy(サラユカ

の沢)がある。一日のプログラムとしてと

てもいい機会になる。サラユカの沢はブ

ックの国立公園の一部として自然を昔の

ままの自然を見ることができる。沢で小

さな森の鉄道も走っている。サラユカの小川で香魚が育てられる。サラユカの泉の

水はとてもきれいで飲むこともできる。Fátyol-vízesés(覆面の滝)も優れた自然の一つ

である。山に登ったらIstállóskő(イシュターロウシュコウ)の原始人の洞窟も見られる。

林業の博物館で昔の物や森の動物の形見が見られる。 
 

 

 



オーズドのホテルやレストラン: 
 

 
ホテルオーズド (Hotel Ózd) 
 
ホテル, レストラン, 喫茶店 
住所：3600 Ózd, Ív út 9. 
電話番号:  Tel.: 48/570-010  
ファクス: 48/570-018 
メール:  info@hotelozd.hu, reservation@hotelozd.hu 
ホームページ: www.hotelozd.hu  
営業時間: 月-土 9-22 時 
シングル: 9700 HUF 
ツイン: 11700-19600 HUF 
スイート: 16700-32400  HUF 
会議室: 3 
レストラン:  80～100人入れます。 
駐車所: 有り 
   
オーズドの一番いいホテルである。シングルとツ

インの部屋がある。イベントが行える会議室も３

つある。レストランと喫茶店は一日中開いている。 
wifiもある。  
 
緑の洋式民宿 (Zöld Panzió) 
 
住所：3600 Ózd, Bolyky Tamás u. 4.  
電話番号:  20/965-7030  
ファクス:  48/472-113 
レストラン: 有り 
駐車所: 有り 
 
オーズドのキャンプと池の隣にある小さな洋式民宿である。シングルとツインがあ

る。洋式民宿のレストランは安くて、専用駐車場もある。 
 

 

mailto:info@hotelozd.hu


 
 
スイミングプールとキャンプ 
(Strandfürdő és Kemping) 
 
住所： 3600 Ózd, Bolyky Tamás út 6.  
電話番号:  48/472-520  
ファクス: 48/471-532 
 
スイミングプールとキャンプ場がオーズドの池

の周りにある。 キャンプの所にテントの他に

バンガローでも泊まることができる。スイミン

グプールの水はきれい。池は魚も多く、釣りをする人も多い。 
 
 
 
レストランアカペッラ (aCapella étterem) 
 
住所：3600 Ózd, Vasvár út 37. 
電話番号:  48/473-408 
営業時間: 月 -土 10-22 時, 日 12-22 時 
予算: 1000-4000 HUF 
ホームページ: http://acapellaetterem.hu/ 
 
2011年に改装したビルにある新しいレスト

ランである。イベント会場にも適している。 
 
 
 
ディスコリオ (RIO disco) 
 
住所：3600 Ózd, Gyár u. 10.  
電話番号:  48/473-154, 20/965-6991  
ファクス: 48/471-341  
メール:  postmaster@rioo.axelero.net 
ホームページ:  http://riodisco.hu/ 
 
オーズトのディスコ。若者でにぎわっ

ている。 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://acapellaetterem.hu/
mailto:postmaster@rioo.axelero.net
http://riodisco.hu/


アッグテレクのキャンプとホステル: 
 

 
遊牧のバラドラのキャンプとホステル  
(Nomád Baradla Kemping és Turistaszálló) 
  
住所：3759 Aggtelek, Baradla oldal 1.  
電話番号:  +36-48/503-005 
携帯番号: +36-30/861-9427 
メール:  info@szallas-aggtelek.hu 
ホームページ: http://szallas-aggtelek.hu 
レストラン: 有り 
駐車所: 有り 
 
キャンプ場とホステルはバラドラの鍾乳洞のすぐそばにある。いろんなバンガロー

やホステルの部屋から選ぶことができる。キャンプ場に、公園やピクニックをする

所などある。ホステルのビルにあるレストランバラドラでいつでも食事ができる。 
 

 
 
 
 

町の歩き方  

ーズドに来る観光客はブダペストからバスでも電車でも来ることができる。しか

。

利。乗り換え無しで１時間40分で行

バスはすべてオーズドのバスターミナルから発着到着する。 

 
 
オ

し電車の場合で乗り換えは１-2回になるのでバスの方が便利。ブダペストのプシュ

カーシュ・フェレンツ・シュタディオンの乗り場から一時間おきにバスが出発する

乗り換えは無く、オーズドまで２時間５０分掛かる。電車の場合は、ブダペストの

西駅からも東駅からも出発することができる。ミシュコルツで乗り換え、更にカジ

ンツィバーツィカで乗り換える場合もある。 
オーズドからアッグテレクまでもバスの方が便

ける。また、シルバシュヴァラヅまでも乗り換え無しでバスで３０分で行ける。 
 
 

http://szallas-aggtelek.hu/


 
オーズドは小さな町ので、市バスは走っているがとても少ない。主要な名所はオー

ズ

いのはオーズド-セントシモンのローマカトリック教会のところ。

ドのバスターミナルから歩いて１５-２０分以内のところにある。中心から一番遠

そこもバスターミ

ナルから20番のバスに乗ると簡単に行ける。 
 
 

 


