Zamárdi・ザマールディ
基本データ:
データ
人口:
面積:
人口密度:
県:

２４２４人 （２０１５）
４５，１５ｋｍ２
５２，４０人/ｋｍ²
ショモジ県

ザマールディはショモジ県でバラトン湖の南岸にある行楽地です。人々
はザマールディをバラトンの心とも呼びます。美しい自然があるし、全
国的な催しもあるし、最近ザマールディはバラトン湖の観光産業の中心
町になっていると思います。昔は「バラトンザマールディ」と呼びまし
たけど、その後、名前が「ザマールディ」と縮まりました。ザマールデ
ィはブダペストから車で国道７号線と高速７号線でいけます。電車の場
合、セケシュフェヘールバールの方面の列車に乗ると行けます。

歴史:
歴史
この町を発掘した時、古代や先史時代の収蔵品
がたくさん見つかりました。特に、５～９世紀の
アヴァール人の時代の墓地は素晴らしいものでし
た。その収蔵品はカルパチア盆地でも最も大きい
ものです。町の名前は 1082 年の公文書に初めて
書かれました。１６世紀に家や教会がオスマント
ルコに破壊されました。それで町はさびれてしま
いました。しかし 1730 年に 42 の農家がこの町
に引越し、ザマールディは生き返りました。ザマ
ールディ教会が 1774 年に建てられました。1960
年までは農業の町でしたが、その後バラトン湖の
観光産業の発展が始まりました。ザマールディは
2008 年に町の称号を貰いました。

有名人:
有名人
•

Dr. Lichtenberger György (1944 – 2009) 「リヒテンバーガー・ジョージ
博士」: 外国も認めている耳鼻咽喉専門医と頭頸部外科医です。この方は
新しい外科手術の方法を発展させました。

名所:
名所
•

ビーチ: ザマールディで最も重要な娯楽施設は無料のビーチです。ザマールディのバラトン
湖は最も綺麗で深いと思います。Táncsics 道りと Jegenye 広場のビーチに加えて、10 キ
ロメートルの長さがある Nagystrand も泳ぎが好きな人の一番お気に入りの所となってい
ます。3 つのビーチは施設も充実していて、 シャワーや更衣室があります。色々な水上競
技もできます。

•

Szamárkı（サマールコー・ロバ岩）: この面白い岩石はザマールディの西の林にあります。
伝説によると、イエスとマリアとヨセフがその
岩石のそばを通ったときロバに乗っていました。
岩石のそばに着いたとき、ロバが岩石の上であ
る草を食べました。それがロバ岩の名前の由来
となっています。
Kıhegyi Kilátó （岩石山の展望台）:ザマールデ
ィ電車駅から始まる黄色の印で示されたハイキ
ングコースを行くと、岩石山に着きます。そこ
でバラトン湖やティハニの美しい パノラマが見えます。
•

•

Military-Park（軍隊公園）: ハンガリーの人民
軍の博物館です。第二次世界大戦で使われた
戦車やロケットランチャーや他の武器などが
展示されています。乗れる戦車もあります。
住所: Zamárdi, Szent István út
電話: 30/377-7773
電話
電子メール
電子メール:
メール zamardi.hadipark@freemail.hu
ホームページ:
ホームページ
http://welovebalaton.hu/balaton.active/sport.adventures/zamardi.military.park
料金 :
入館料:
入館料

大人: 1500Ft/名
子供:1400Ft/名

戦車体験乗車:
戦車体験乗車

1500Ft/名

戦車運転体験：
戦車運転体験：

T-55: 45.000 Ft/グループ
BMP/VPV:30.000 Ft/グループ
BTR:20.000 Ft/グループ
PTSZ:40.000 Ft/グループ
PSZH: 18.000 Ft/グループ
VT-55: 45.000 Ft/グループ
KRAZ: 12.000 Ft/グループ

MAZ: 40.000 Ft/グループ
UAZ: 7.000 Ft/グループ
•

Gokart pálya（ゴーカートトラック）: Siófoki 通りに (Kocsi 居酒屋と市場の後ろ側
に)Zamárdiring gokart と言うゴーカートトラックがあります。トラックは 550 メートルと
長くて、 子供も大人も楽しめます。観客は競走をスクリーンで見えます。Tel.: 06-30-9460-868
住所：
住所：8621, Zamárdi , Zamárdi-felsı, Siófoki út
電子メール
電子メール:
メール forgo@zamardiring.hu
ホームページ:http://www.zamardiring.hu
ホームページ
開店時間:
開店時間
5 月 1 日- 6 月 30 日:
10 時から夕暮れまで
7 月 1 日- 8 月 31 日:
午前 10 時から-午後 10 時まで
9 月 1 日- 10 月 31 日:
10 時から夕暮れまで
料金: 1 ライド /8 分: 2.500 Ft

•

Kertmozi （野外映画館）: 映画館は鉄道駅から徒歩数分
のところにあります。観客 は一番良い映画をオープンエ
アに楽しめます。

住所:
住所 8621 Zamárdi, Kossuth Lajos utca 14.
電話:
電話 +36 30 755 3188
ホームページ:
ホームページ
http://welovebalaton.hu/sights.culture/cinemas.the
atres/zamardi.outdoor.cinema
ザマールディカード:
ザマールディカード ザマールディの地域での割引に使えます。ホテルなどでもらえます。無料です。
ホームページ：http://zamardi.hu/zamardi-kartya2/
ホームページ

ホテル：
ホテル：
•

Sirály Hotel⋆⋆⋆（シラーイホテル）：
バラトン岸のすぐ隣にあるので、見晴らしが素晴らしいです。ダブル、トリプルと四人の部屋があり
ます。部屋には浴室、テレビ、WIFI とベランダがあります。ホテルの後ろに大きな運動場もあります。
料金は朝食付きです。1800Ft／名で夕食と朝食が付きます。値段は時期によって違います。 １
月１日～６月１５日：13.800Ft／17.800Ft／22.800.-Ft です。８月３１日 ～ １２月２０日 と ６月１６日
～８月３０日：19.800Ft／24.800Ft／28.800.-Ft です。
＋あと観光税（１人１泊 400 フォリント）も支払います。
住所:
住所 8621 Zamárdi,Kiss Ernı u. 2056/21.
ホームページ：http://hotelsiraly.hu/index.php?fm=fooldal&nyelv_val=en
ホームページ
電話：
電話
：(0036) 84-345-116
(0036) 30-9397-570
電子メール
メール：
電子
メール：hotel.siraly.zamardi@gmail.com

•

Hotel Wellamarin ⋆⋆⋆⋆（ホテルウェラマリン）：
絵画のような景色の四つ星で豪華なウェルネスホテルです。スペリオルルーム、デラックスルー
ム、そしてスイートルームもあります。部屋には LCD テレビやエアコンやダブルベッドや湖に面し
ているベランダもあります。ホテルでフィットネスクラブも使えます（温泉、サウナ、プールなど）。スカ
ッシュやボウリングやマッサージなどでリフレッ
シュすることもできます。飲食なら、グリルバー、
喫茶店、レストランも利用できます。宿泊費は季
節によって違いますが、１部屋 100-200 ユーロ
ぐらいです。（エキストラ無し）
住所:
住所 8621 Zamárdi, Eötvös u. 15/1
ホームページ：
ホームページ
http://www.wellamarin.com/

電話：
電話：+36 84 545 805
電子メール
電子メール：
メール：info@wellamarin.hu

•

Napsugár Hotel ⋆⋆（ナプスガールホテル）：

ザマールディの中心から５００メートル、ビーチから１５０メ
ートルほどのホテルです。バラトンサウンドにも近いです。
２人用から５人用まで 25 の部屋があります。部屋で浴室、
冷蔵庫、テレビ、WIFI もあります。その上バンガローも２軒
あります。たくさんのスポーツもできます。バンガローと部屋も 4000Ft／名／泊ぐらいです。食事は
つきません。
住所:
住所 8621 Zamárdi, Nagyváradi u. 50.
ホームページ：http://hotelzamardi.hu/index.php
ホームページ
電話：
電話：+36 70 456-0571
+36 30 921-3903
電子メール
電子メール：
メール：hotelzamardi@gmail.com

レストラン：
レストラン：
•

Halas Karcsi büféje（ハラシュカルチのビュッフェ）:
バラトンの有名な魚ヘックが食べられるところです。５月から９月まで開いてます。2013 年にはバラ
トンベスト 10 のレストランにも選ばれました。色々な魚の食料理があります。パーリンカも楽しめま
す。
住所:
住所 8621 Zamárdi, Mókus utca 1/a
ホームページ：http://etterem.hu/halas-karcsi-bufeje
ホームページ
https://www.facebook.com/HalasKarcsiBufeje
電話：
電話：+36 (30) 974 8119

•

Főzfa grillkert és pizzéria（柳グリル庭とピザ屋）:

イタリア料理が好きな人のレストランです。毎日２３時ま
で開いてます。
住所:
住所 8621 Zamárdi, Rákóczi Ferenc utca 13.
ホームページ：http://etterem.hu/fuzfa-grillkert-esホームページ
pizzeria
fb.com/fuzfagrillkert/timeline
電話：
電話：+36 20 337 6977
電子メール
電子メール：
メール：info@fuzfagrillkert.hu
•

Resti pub（レスティ居酒屋）:
飲みながら喋りたい人は駅の近くにある居酒屋がいいでしょう。飲みながらテーブル・フットボー
ル、ダーツで遊べます。また WIFI とテレビも使えます。
開店時間：日曜日から木曜日まで７時ー２４時
金曜日と土曜日に６時半ー３時
住所:
住所 8621 Zamárdi, Szabadság tér 1.
ホームページ：www.restipub.hu
ホームページ
http://vibu.hu/resti-pub-zamardi?from=holigyunkma.hu
電話：
電話：+36 30 370 7678
電子メール
メール：
電子
メール
：david@restipub.hu

イベント：
イベント：
•

Balaton Sound（バラトンサウンド）:
２００７年から毎７月にバラトンサウンドと言う音楽
祭が催されています。フェスティバルに世界的に有
名なアーティストが演奏します。 ２０１３年に

「European Festivals Award」賞が授与されました。
毎年ハンガリー全国と色々なヨーロッパの国から来た１
５０，０００人ぐらい参加します。バラトンサウンドは５日
間の催しです。
ホームページ：
ホームページ
http://sziget.hu/balatonsound_english/

•

Balatoni játszadalom（バラトンのフェスティバル）:
毎８月初めに４日間に無料のプレイハウス、蚤の市など色々な催しが催します。土曜日にバラトン
のハートと言う催しがあります。そこで皆は手を付けてハートを形作ます。
場所：
場所：8621 Zamárdi , Bácskai 無料のビーチ

歩き方 ：
鉄道 Zamárdi 駅の近くに「Szabadság tér」広場があります。そこにハンガリーの嘆き像（Magyar
Fájdalom Szobor）が見えます（1.）。それはトリアノンモニュメントです。南方に Honvéd utca 道りをいく
と、Fı utca の交差があります。左側に牧師館があります（2.）。その後で道に戻ると右側に行ってください。

２番目の通り（Temetı utca）の近くで英雄の教会（Hısök Temploma）があって（3.）、そこから通ると村
庄の博物館もあります（3.）。通りで歩き続けると、通りの名前が Szılıhegyi utca に変わります。そこから
700 メーテルぐらい行くと４番目の角の右側を見ると森にロバ岩（Szamár kı）があります（5.）。次の角を左
に曲がって、真っ直ぐ行くと、駐車場の後に岩石山の展望台（Kıhegyi Kilátó）があります（6.）。その通り
を黄色の観光者道の標識も告げます。展望台の隣にお手洗いもあります。歩いて 90 分間ぐらい掛かりま
す。

地図：
地図：

1 野外映画館
2 レスティ居酒屋
レスティ居酒屋
3 柳グリル庭
グリル庭とピザ屋
ピザ屋
4 ホテルウェラマリン
5 ナプスガールホテル
6 バラトンサウンド
7 軍隊公園

8 ハラシュカルチの
ハラシュカルチのビュッフェ

9 ゴーカートトラック

10 シラーイホテル

