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基本情報 

 
位置位置位置位置：：：：トルナ県・Ｔｏｌｎａ ｍｅｇｙｅ 
県都県都県都県都：：：：セクサルド（パクシュから約 35 キロメートルのところにあります） 
面積面積面積面積：：：：約 150 平方キロメートル 
人口人口人口人口：：：：約１万９千８百人（2010 年） 
姉妹都市姉妹都市姉妹都市姉妹都市：：：： 
ドイツ：ラウダ・レイヘルトショフェン（Ｌａｕｄａ Ｒｅｉｃｈｅｒｔｓｈｏｆｅｎ） 

ポーランド：グビン（Ｇｕｂｉｎ） 
スロバキア：ガランタ（Ｇａｌａｎｔａ） 
ウクライナ：ウィシュク（Ｖｉｓｋ） 

 
 

パクシュはハンガリーの中央にあるトルナ県の東部に位置して、ドナウ川の左側にあります。 
パクシュからいろいろな観光地に簡単に行くことが出来ますから、この町はとても便利な場

所だと言われています。 
ブダペストやペーチやバラトン湖も約 100 キロメートルの所にあります。温泉があるタマー

シという町もすごい近くにあります。 

 

ブダペストブダペストブダペストブダペストからからからからパクシュパクシュパクシュパクシュまでまでまでまで・・・・ 

 

もし車で来たら、ＭＭＭＭ６６６６の高速走路を使ってまっすぐ行ってＰＡＫＳ ＤＥＬのサイ

ンで高速道路を出て下さい。そこからすぐです。 

ブダペストから車で１時間しかかかりません。 

 

もし車がなかったら、ちょっと遅いですけど、バスでも行くことが出来ます。ブダペストの 
ＮＮＮＮéｐｌｉｇｅｔｐｌｉｇｅｔｐｌｉｇｅｔｐｌｉｇｅｔという駅からバスがたいてい毎時に出発します。残念ながら、時間はバスに

よって２時間 20 分もかかることがあります。バスの片道切符は大人１枚 2200Ｆｔです。割引

がありますから、学生切符は 1100Ｆｔだけです。 



 

歴史 

 

 

 実は、パクシュがあまり歴史的な街じゃあり 

ません。確かにパクシュのすぐ近くにあるシャ

ーンツ山は１世紀から３世紀の間に、ローマ帝

国のパンノニアという皇帝属州の防衛線の砦と

して重要な役割を果たしたと言われています。 

今もシャーンツ山で発掘が行われて、砦が立 
て直されています。しかし、その皇帝属州の滅

亡の後では 13 世紀まで歴史的な文書がないし、

街について何も分かっていません。 

パクシュの名前はラテン語の平和に関すると言われていますが、本当は街の名前の由来が

不明です。13 世紀以降も、色々な国籍や宗教の人々がパクシュへ引っ越したり、パクシュか

ら追い出されたりしましたが、これといった特別な歴史的な事件はありませんでした。 
1970 年代には、ハンガリー唯一の原発の工事が始まりました。その時たくさん新しいアパー

トや幼稚園や学校や競技場など色々な施設が出来て、パクシュが急に発達してきました。こ

の時期は多人数がパクシュに転入しましたから、1979 年にパクシュは村から町となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

有名人 

 

 Pákolitz István – パコリツ・イシュツワーン  
（1919 年９月 18 日―1996 年５月 14 日） 

 詩人・訳者・教師。たくさん歌集を書いて、「ヨー

 ゼフ・アティラ賞」（József Attila）など、色々 な賞

をもらいましたが現在はあまり有名ではありま 
せん。 

 

 

 

 

Kovács Antal - コワチ・アンタル（1972 年５月 28 日―） 

柔道家。1992 年には、バルセロナで行われたオリンピック大会で優勝しました。 

 

 



 

 

 

パクシュの観光地 

 

ドナウドナウドナウドナウ並木路並木路並木路並木路 

 ドナウ並木路という場所はド

 ナウ川の川岸にある有名な観 

 光地です。 
 すべての木が百年以上前に植

 えられたヨーロッパ栗の木で

 す。 

 秋になると子供はよくここに

 来て栗を集めて遊びます。ま

 たカップルもよく来ます。ド

 ナウ並木路はパクシュの一番

 ロマンチックな所ですから。 
 ドナウ並木路では建国記念日の花火大会など、色々なイベントも行われています。 

 

 

 

心心心心のののの教会教会教会教会 

この教会の本当の名前は聖霊の教会ですが、設計がハ

ート形ですから、「心の教会」というニック ネー

ムをもらいました。 
1988 年に建てられた新しい教会ですけど、ハートの

形をした建物と、木で作られた内装で、全国で有名だ

と言えます。 

 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

イベント 

 

ガストロガストロガストロガストロ～～～～ブルースブルースブルースブルース祭祭祭祭りりりり – Gastroblues Fesztivál 

ガストロ～ブルース祭りは毎年７月の一週目に行われています。これはヨーロッパ中で有名

な祭りです。イギリス人やドイツ人もよくこの祭りのためにハンガリーに来ます。祭りの一

週 間 は 色 々 な 場 所 で コ ン サ ー ト や 料 理 コ ン テ ス ト や ワ イ ン の 利 き 酒 が 
行われています。 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

コンサートはブルースだけではなくて、クラッシッ

クの音楽もあります。ミュジーシャンもハンガリー

人だけではなくて、色々な国から来てコンサートを

します。祭りは「心の教会」の中でもあります。教

会ではいつもクラッシックコンサートが行われてい

ます。コンサートの参加費からもらったお金は慈善事業に使われています。 

 

 

スポーツフェアースポーツフェアースポーツフェアースポーツフェアー - Sportágválasztó 

 
スポーツフェアーは５年前始まり、毎年９月の２週目の週末

に行われています。その日にプールに色々なスポーツ選手が

集まり柔道やカヤックなど、色々なスポーツをやってみるこ

とが出来ます。このスポーツフェアーで子供たちは自分が一

番楽しめるスポーツを見つけることが出来ます。 

 

 

 
 



 

Erzsébet Nagy Szálloda, Étterem és Kávézó 
「「「「エルゼーベットエルゼーベットエルゼーベットエルゼーベット」」」」ホテルホテルホテルホテル・・・・レストランレストランレストランレストラン・・・・カフェバーカフェバーカフェバーカフェバー 

 

ホテルホテルホテルホテル：：：： 
パクシュは小さいな町ですが、

「エルゼーベト」ホテルは意外

と高級なホテルだと思います。

２人で１泊 2 万 9000Fｔかかりま

すから、高いです。 

ホテルの各部屋には電話とテレ 

ビとミニバーとエアコンが装備 さ

れ て い ま す が 、 イ ン タ ー ネ 

 ットホットスポットがロビーに 

しかありません。ホットスポッ ト

のパスワードはフロントで聞くこ

とができます。 

ホテルの中にはヘルスクラブがあります。ホテルのお客様はジムやプールやサウナなどを

無料で使うことが出来ます。もちろんホテルの駐車場も無料です。 

 

 電話番号： 
 ＋3675530600 

 ＋36203346681 

 

レストランレストランレストランレストラン：：：： 
トルナ県の伝統的な料理を中心に、色々なコースから選ぶことができます。 

あまり安くないですが 、食べ物はおいしくて、価値があると思います。 
メーンコース：約 2500～3500ft 

 

営業時間：月曜日～日曜日 11：30～22：00 

電話番号：＋3675530630 

 

カフェバーカフェバーカフェバーカフェバー：：：： 
このカフェバーでコーヒーだけでなくて、ティーやベルギーのビールやカクテルやパーリン

カなど、色々な飲み物を出します。もちろん色々なサンドイッチやケーキやアイスクリーム

もあります。 

 

営業時間：月曜日～日曜日 14：00～22：00 

電話番号：＋3675530647 
住所：7030, Paks, Szent István tér 2. 
サイト：http://erzsebethotelpaks.hu 

 

 
 
 



 

Duna Hotel 
「「「「ドナウドナウドナウドナウ」」」」ホテルホテルホテルホテル 

パクシュの中心にあるシンプルなビジネスホテルです。 
パクシュの宿泊の中でこれが一番便利だと思います。宿泊

費は２人で１泊１万 7000Ft.です。 

 
電話番号：＋3675510258・ 

＋36202153994 
住所  ：7030, Paks, Dózsa György út 75. 

サイト ：http://www.dunahotelpaks.hu 

 

Familia Pizzéria és Panzió 
「「「「ファミリアファミリアファミリアファミリア」」」」ピザピザピザピザ屋屋屋屋・・・・ゲストハウスゲストハウスゲストハウスゲストハウス 

 
ゲストハウスゲストハウスゲストハウスゲストハウス：：：： 
パクシュの中心にある小さいな宿泊です。部屋が４つしかありません。２人１泊で約１万

2000ft です。 

 
ピザピザピザピザ屋屋屋屋：：：： 
ピザ屋と呼ばれていますが、ピザだけでなくて、色々なコースが食べることが出来ます。け

れども、ピザが一番美味しいと思います。配達サービスもあります。 

 
営業時間：月曜日～木曜日 11：00～21：00・金曜日～土曜日 11：00～22：30 
電話番号：＋3675675011・＋36309461554 
住所：7030, Paks, Zsír köz 13. 

サイト：http://www.familiapizzeria.hu/ 

 

 

Retro Étterem 
「「「「レトロレトロレトロレトロ」」」」ピザピザピザピザ屋屋屋屋・・・・レストランレストランレストランレストラン 

パクシュの中心にあるピザ屋とレストランです。 
メニューにはピザ以外にもハンガリーの家庭料理の

コースがあります。 

この店の料理は美味しいし、高くないし、パクシュ

で一番好きなレストランだと思います。配達サービ

スもあります。 

 
営業時間：月曜日～金曜日 10：00～22：00  
             土曜日 11：00～22：00・ 
         日曜日 11：00～22：00 

 
電話番号：＋3675313200 
住所：7030, Paks, Dózsa György út 7. 
サイト：http://www.retroetterempaks.hu/ 



 

Kínai Huizhen Gyors Étterem 
中国料理中国料理中国料理中国料理のののの「Ｈｕｉｚｅｎ」「Ｈｕｉｚｅｎ」「Ｈｕｉｚｅｎ」「Ｈｕｉｚｅｎ」レストランレストランレストランレストラン 

 

ブダペストにもある様々な中国料理のレストランような店ですが、ブダペストと比べると、

こちらのレストランは味がいまひとつです。 

どうしても中国料理を食べたい方には面白い経験になると思いますけど、気を付けたほうがい

いでしょう。 

 

営業時間：月曜日～土曜日９：30～21：00 日曜日 10：00～21：00 

住所：7030, Paks, Dózsa György út 46. 
これ以外に定食屋も幾つかあります。定食屋は他のレストランと比べると少し安いですけど、

メニューはありません。お客様は A と B セットから選ぶことが出来ます。 

 

Árkád Étterem 
「アルカード」レストラン 

 
営業時間：月曜日～金曜日 11：00～18：00・土曜日 11：00～16：00 

電話番号：＋36204566695 
住所：7030, Paks, Dózsa György út 98. 
サイト：http://www.arkadetterem.hu/ 

 

 
Stefán Ételbár 
「シュテファーン」レストラン 

 
営業時間：月曜日～金曜日 11：00～15：00 
電話番号：＋36309361827 
住所：7030, Paks, Barátság utca 3. 
サイト：http://stefanetelbar.hu/paksi-etelbar/ 

 
 
Dunapálma Gyorsétterem 
「ドナウパルマ」レストラン 

 
営業時間：月曜日～金曜日 11：00～14：30 
電話番号：＋36305958276 
住所：7030, Paks, Kápolna utca 4-6. 

サイト：http://www.attmaggold.hu/elerhetoseg.html 

 

 

 



 

町の歩き方 

セント・イシュトワーン広場「Szent István tér」から始めましょう！セント・イシュトワーン

広場の辺りはパクシュの旧市街ですから、ここがパクシュの一番面白くて、綺麗なところだ

と思います。 

エルゼーベットホテル「Erzsébet Nagy Szálloda」の前を通るともうドナウ川が見えます。この

短い道の突き当たりから左に曲がって下さい。もう少し歩いて、ドナウ並木路に着きます。

（地図の下手糞なハートのところです。） 

もし、「心の教会」を見に行きたかったら、セント・イシュトワーン広場に戻ってバスに乗

った方がいいと思います。地図のバスと書いているところのバス停から１と４番のバスに乗

って、ウーュテンプロム通り「Újtemplom út」で降りて下さい。ここからすぐです。 

バスが 1 時間に 2 回です。片道切符は約１５０Fｔです。 

 



 

 


