
    

ジャーンベークジャーンベークジャーンベークジャーンベーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Széna tér (Mammutショッピングセンターの前)から７８３、７８４， 

７８６，７８７、の白いバスで１時間ほどで行けます。 

往復切符の値段:1200,-Ft/人 

 

Kápku Evelin Vivien 



ジャーンベークジャーンベークジャーンベークジャーンベーク((((Zsámbék))))のののの歴史歴史歴史歴史 

ジャーンベークには旧石器時代から人が住んでいました。 

ベーラ3世という、ハンガリーの王さまはフランスCapet Margitという王女と

結婚しました。 

王女は1186年にハンガリーに来たときAynard卿という人も一緒に来ました。 

ベーラ3世はこのAynard卿にジャーンベークを与えました。 

Aynard卿の家族は1220年ごろゴチック様式のバジリカを建てました。 

モンゴル人はハンガリーに来たときこのバジリカを壊してしまいました。し

かしベーラ4世がバジリカを建て直しました。 

1541年、ジャーンベークはトルコ人に占領されました。その後、145年間に

渡ってハンガリー人と一緒に住んでいました。 

教会と修道院も崩されてしまいました。この時代に戦争があったためバジリ

カや修道院も壊されていきました。 

町の人口も減少しました。 

一方、Török-kútというトルコの泉がこの時代につくられました。 

1689年にZichyという家族がこの町をぜんぶ買いました。 そしてバロック様

式の城を1710年に建てました。 

その城は、現在Zichy城と呼ば

れています。 



ジャーンベークジャーンベークジャーンベークジャーンベークのののの歩歩歩歩きききき方方方方 



ジャーンベークジャーンベークジャーンベークジャーンベークのののの名所名所名所名所 

ジャーンベークの全ての名所の見物は１日

でできます。一番楽しめるコースを紹介し

ます。まず Magyar utca 59のバス停で降り

ます。そしてバスの進行方向に真っ直ぐ10

分ぐらい歩くとLámpamúzeumに着きます。そ

こで本当に古く、きれいな洋灯をご覧にな

れます。おなかがすいている時には道の反

対側にあるLámpás Étteremで食べられます。

Magyar utcaをもっと真っ直ぐに行くと右に

Keresztelő Szent János 教会があります。 

ランプランプランプランプ博物館博物館博物館博物館(Lámpamúzeum) 

夏の開店時間 
(4 月 1日から 10月 31日まで) 
月曜日: 休業 
火曜日-日曜日: 10時 - 18 時 
冬の開店時間 
(11 月 1日から 3月 31まで) 
月曜日: 休業 
火曜日-日曜日: 10 時- 16 時 
 

入場料: 
- 大人 700,-Ft/人 
- 学生 、年金生活者 400,-Ft/人 
- グループ, 10 人以上 400,-Ft/人 
- 学生グループ, 年金生活者 グループ 
300, Ft/人 
- 家族観覧券 (2 大人+ 2 子供) 1 400,-Ft 
- 複合 チケット, 大人 1.000,-Ft/人 

 

 

教会を通り過ぎて真っ直ぐに行って左に

曲がるとTörök-kútがあります。 

  

トルコトルコトルコトルコ井戸井戸井戸井戸    (Török-kút)



Török-kútの前に市役

所(Polgármesteri 

hivatal)があり、この

建物の左の狭い道を上

るって右に曲がり、少

し歩くと霊園がありま

す。そしてそこで右に

曲がるとRomtemplomの

入り口があります。 

    

ロムテンプロムロムテンプロムロムテンプロムロムテンプロム(Romtemplom) 

夏の開店時間 
(4 月 1日から 10月 31日まで) 
月曜日: 休業 
火曜日-日曜日:     10時-18時 
 

冬の開店時間 
(11 月 1日から 3月 31日まで) 
月曜日: 休業 
火曜日-日曜日:     10時-16時

 

RomtemplomからCorvin János utcaを左に行き、次

の角を左に曲がって５分ぐらい歩くとHegyalja 

Vendéglő Panzióがあります。そこでとてもおいし

い昼食を食べられます。そこから15分ぐらい歩い

てまた左に曲がって、10分歩いくとZichy Miklós 

térという広場があります。この広場にイッマクラ

ーテスタチューとジチ城があります。 

 

イッマクラーテスタチューイッマクラーテスタチューイッマクラーテスタチューイッマクラーテスタチュー(Immaculate 

szobor)



ぜんぶ見終わったらジチ城から城の前にある広場をCOOPまで真っ直ぐ行ってく

ださい。そこを右に曲がって少しいくと停留所があります。 

 

 



センセンセンセントトトト    ベンデルベンデルベンデルベンデル    民俗民俗民俗民俗ハウスハウスハウスハウス 

(Szent Vendel Dombormőves Népi 

Lakóház/Tájház) 

夏の開店時間 
(4 月 1日から 10月 31日まで) 
毎月第二週末のみ 
土曜日 10 時-16時 
日曜日 10 時-16時 
 
冬の開店時間 
(11 月 1日から 3月 31日まで) 
毎月第二週末のみ 
土曜日 10 時-16 時 
日曜日 10 時-16 時 
 
これとは別の時に入場を希望する場合にはに行き

たいなら 06 23 340 694 に連絡してください。  
 
入場料: 
- 大人:  400,-Ft/人 
- 学生, 年金生活者, グループ (10 főtől):     200,-Ft/人 
- 複合チケット 大人 成人      1.000,-Ft/人 
- 複合 チケット, 学生, 年金生活者, グループ    600,-Ft/人 
 

複合チケットは毎月第二週末にのみ売っていま

す。その日にジャーンベークの三つの博物館、

ロムテンプロム, ランパムジウムとセンテュベ

ンデル民俗ハウスに割引価格で入れます。 
複合チケット： 1.000,-Ft/人 
 

歩歩歩歩きききき方方方方 
 
バスの停留所（終点）からまっすぐに行き、道

を渡るとガスリンスタンドがあります。そこか

ら10分歩くと道の左側にセンテュベンデル民俗

ハウスがあります。 



カルバリアカルバリアカルバリアカルバリア丘丘丘丘ととととカーポルナカーポルナカーポルナカーポルナ 

(Kálvária Domb és a Kápolna) 

    
イエスキリストの十字架とカーポルナ

はセンテュベンデル民俗ハウスから近

いです。民俗ハウスからまっすぐ行って

右に曲がってずっとまっすぐに行った

後、左に曲がってください。カーポルナ

に行くときは気をつけてください。カルヴァリア山に上ると右に小さな土の道がありま

すからその道に行かなければなりません。イエスキリストの十字架の歩き方はは簡単で

す。小さな土の道まではカーポルナへの行き方と同じですけど、そこで左の道を行って

ずっとまっすぐに山を上がります。すると右側に辻があり、この辻を右に回ってちょっ

と歩くとイエススキリスト

の十字架が右にあります。 

 

イエスキリストの十字架と

カーポルナは夏だけ訪ねて

ください。歩き方はちょっと

難しいから気をつけてくだ

さい。分からないなら

ewehlyn@gmail.com までご

連絡ください。 



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    

 

セーピアビオ・アートホテル 

Szépia Bio és Art Hotel 

問い合わせ: 2072 Zsámbék, Nyárfás utca 2. 

電話: +36 23 919 100 

携帯電話: +36 30 948 2142 

メール: info@szepiahotel.hu 

webサイト: http://www.espahotel.hu/ 

 

ヘジュアリャレストラン 

Hegyalja Étterem 

 

開店時間: 月曜日-日曜日 12時 - 22時 

問い合わせ: 2072 Zsámbék, Corvin János 

utca 1. 

電話: +36 23 342 107  

携帯電話: +36 20 369 0991 

メール: hegyalja007@t-online.hu 

webサイト: http://hegyaljaetterem.hu/ 

 

ランパーシュ レストランLámpás Étterem 

開店時間: 月曜日-日曜日 12時 - 22時 



問い合わせ: 2072 Zsámbék, Magyar utca 29. 

電話:+36 23 340-467 

携帯電話:+36 20 280-0119 

メール:lampas@lampasetterem.hu 

網処: http://www.lampasetterem.hu/ 

 

ニャールファシュ レストラン Nyárfás Étterem 

開店時間: 月曜日 - 日曜日 12時 - 22時 

問い合わせ: 2072, Zsámbék, Nyárfás utca 2. 

電話: +36 30 948-2142 

メール: info@nyarfasetterem.hu 

網処: http://www.nyarfasetterem.hu/ 

 



遊遊遊遊ぶぶぶぶ所所所所: 

乗馬乗馬乗馬乗馬:

センテュセンテュセンテュセンテュジョルジュジョルジュジョルジュジョルジュ    乗馬乗馬乗馬乗馬クラブクラブクラブクラブ    Szent György Lovasclub 

問い合わせ: Zsámbék, Mányi út 

電話: +36 30 633-9873, +36 30 391-5818 

網処: http://www.lovasclub.hu/lovasoktatas 

メール: szentgyorgylovasclub@gmail.com 

開店時間:  火曜日 – 日曜日   9時-17時 

(夏は18時まで) 

入場料: 

-2.800,-Ft/１時間 

-2.500-Ft/20分 

 

 

 

 

ジャーンベークジャーンベークジャーンベークジャーンベークのののの近近近近くくくくにあるにあるにあるにあるワインテイスティワインテイスティワインテイスティワインテイスティ

ングングングングができるができるができるができる場所場所場所場所: 

トクトクトクトク    Tök – ニャカシュピンニャカシュピンニャカシュピンニャカシュピンつぇつぇつぇつぇNyakas pince 

問い合わせ: 2073 Tök, Központi Major 

電話: +36 30 410-3505 

網処: nyakas.hu 

メール: peter@nyakas.com 

開店時間:  月曜日 – 土曜日   9時-17 

時 (日曜日: 休業) 

事前に電話してください。 

ワインテイスティングの値段: 

三つのワイン: -2000,-Ft/人 

五つのワイン: -3900,-Ft/人 

九つのワイン: -5000,-Ft/人

ジャーンベーク(Zsámbék)から795の白いバスでトクマヨル(Tök, Major)の駅まで行きます。

そこから少し歩くとNyakas pinceがあります。 


