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タタバーニャへようこそ！ 

 

 
 

歴史 
 

 

タタバーニャ「Tatabánya」はコマーロム－エステルゴム「Komárom-Esztergom」県

の首都である。都市部は旧石器時代から人が住んでいた。１５２６年のモハーチの戦い

の後に都市部はトルコ軍によって焼かれて、多数の住人が町から逃げたり、トルコの奴

隷になってしまった。トルコの支配が終わった後、１７５０年代に三つの小さな町、ア

ルショウガッラ「Alsógalla」、フェルショウガッラ「Felsőgalla」とバーンヒダ

「Bánhida」の近くの山で石炭が発見され、炭鉱業が始まった。第二次世界大戦後の 

１９４７年にこの三つの町が合併して新しい町が設立された。隣にタタ「Tata」の都市

があったので、新しい町はタタバーニャ「タタの鉱山」という名前が付けられた。 

１９５０年に県都に選ばれた。人口がだんだん増加し、１９８０年代では７万人を上回

った。現在のタタバーニャは緑が多いし、静かだし、発展し続けている都市である。 
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有名人 
 

 

Reviczky Gábor（レヴィツキ・ガーボル） 

１９４９年に生まれた。コシュート賞とヤーサイ・マリ賞を授与され

た俳優である。１９７２年から多数の映画や演劇に出演し、クリン

ト・イーストウッドやトミー・リー・ジョーンズやモーガン・フリー

マンなどの有名な俳優の声も担当している。 

 

 

 

Palik László（パリク・ラスロー） 

１９６２年に誕生したスポーツ記者、ジャーナリスト、ハンガロリ

ングというレースサーキットの会社の元社長である。１９８０年代

からテレビのスポーツプログラムの解説者であり、フォーミュラ 1

ストリーミングの声になった。 

 

 

 

Kiprich József（キプリフ・ヨージェフ） 

キプリフ・ヨージェフは１９６３年に生まれたサッカー指導者、元サ

ッカー選手である。現役時代のポジションはフォワードである。 

１９８４年にハンガリー代表チームの選手となり、１９９５年までに

７０試合に出場し、全部で２８ゴールを得点した。 

 

 

 

Kassai Viktor（カッシャイ・ヴィクトル） 

１９７５年に誕生した国際サッカー審判である。子供のころにタタ

バーニャでサッカーをしていた。１９９０年に審判試験に合格し、

ハンガリーのサッカーリーグで審判の仕事ををし始めた。２００３

年から国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）の試合でも笛を吹いている。 
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観光地 
 

 

Turul madár emlékmű （チュルル鳥の彫像） 

タタバーニャの北にあるゲレチェ山の上に建て

られた彫像である。アールパード大首長の死の

千年紀である１９０７年に提示された。ヨーロ

ッパの一番大きな鳥の彫像と言われており、翼

幅は１５メートル、鳥の爪にアールパード大首

長の１４メートルの長さの剣がある。 

山に登って彫像を見たいなら１０００段の階段

を登って行くことができる。自動車や自転車な

どでも行ける。都市から山には道路がつながり、ゲレチェ山の上に駐車場もある。チュ

ルル彫像の所からタタバーニャの谷が全部見える。公共の場所だから昼夜いつでも訪問

できるし、入場料もない。 

 

開館時間：一年中オープン 

入場料：無料 

 

山から落ちないようにご注意してください！ 

 

 

Szelim barlang （セリム洞窟） 

ゲレチェ山の上、チュルル鳥の彫像の近くにある遺跡発掘現

場である。この洞窟で穴居人が使っていた暖炉の残留や動物

の骨が発掘された。名前の起源ははっきりしていない。「セ

リム」はオスマン帝国の皇帝、セリム 1 世の名前に基づいて

いるかもしれない。モンゴルの侵略とトルコの支配のときに

隣の町の住民がこの洞窟で身を隠したという伝説がある。こ

の洞窟は２００６年の映画「エラゴン」の撮影現場にもなっ

た。 

 

開館時間：一年中オープン 

入場料：無料 
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Gyémánt élményfürdő （ジェーマント冒険プール） 

タタバーニャで１９２０年から運営されていた「チェリ」プールが２００９年にリニュ

ーアルし、ジェーマントプールとなった。ヨーロッパで最も美しい地域に位置するプー

ルの一つだと言われている。大きな地域に屋内プールや屋外プール、いろいろなウォー

タースライドやジャグジーやスポーツフィールドなどもある。お客様がリラックスした

い場合、マッサージも受けられるし、それにサウナもある。子供たちが楽しむための遊

び場もある。チケットには多数のオプションがある。大人チケットと子供チケット以外

にファミリーチケットや定期券も買える。 

 

ウエブサイト（ハンガリー語）： 

開館時間：http://www.gyemantfurdo.hu/tartalmak/nyitva_tartas 

入場料：http://www.gyemantfurdo.hu/tartalmak/arlista 

 

開館時間も入場料も季節によって変更されるかもしれないのでウェブサイトをチェッ

クしてください。 

 

 
 

 

http://www.gyemantfurdo.hu/tartalmak/nyitva_tartas
http://www.gyemantfurdo.hu/tartalmak/arlista
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プログラム 
 

 

Bányásznap （鉱夫の日） 

鉱夫の日は鉱山労働者に敬意を表する祭りである。鉱山では１９５０年に大きな事故が

発生した。その時から毎年９月の最初の週末に祭りが行われている。その週末には都市

部のいくつかの地域で多数のプログラムが催される。マーイユシュ・エジ・パーク「５

月１日公園」やチョーナカーゾートーの公園「ボート湖の公園」などでフェアがある。

このフェアで遊園地の遊具に乗れるし、いろいろなコンサートやフォークダンスなどの

パフォーマンスを見ることができる。また、伝統的なハンガリー国の食べ物やキャンデ

ィーや手作り品なども買える。 

 

入場料：無料 

 

Gerecse teljesítménytúra （ゲレチェ山のハイク） 

１９８２年から毎年４月に開催されているハイキングのイベントである。お客様はタタ

バーニャをスタートしてゲレチェ山を登って最後に都市部に戻る。１０、２０、３０と

５０キロメートルのトラックがあり、皆さんは自分の好みに合わせてコースを選ぶこと

ができる。このプログラムを通じて美しいゲレチェ山を知ることができるし、チュルル

鳥の彫像も訪問できるし、そして体に良い運動もすることができる。 

 

ウエブサイト（ハンガリー語）：http://www.gerecse50.hu/ 

 

ハイキングの日付は毎年変わるかもしれないのでゲレチェハイクのウェブサイトをチ

ェックしてみてください。 

 

 

 

http://www.gerecse50.hu/
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ホテル 
 

 

Árpád Hotel （ホテル・アルパード） 

タタバーニャの真ん中にある３つ星のホテルである。

リニューアルされたビルにシングルルームが１０室、

ダブルルームが４７室そして台所がある特別室が３室

ある。全部のルームで風呂、テレビ、電話、ミニバー、

セーフ、WiFi インターネット接続とエアコンがある。

レストランには日替わりメニューがあり、「Erzsébet 

utalvány」や「SZÉP カード」などの食券・バウチャー

を使って払うことができる。 

ビルにはサウナとジムとディスコもある。ホテルの前には平日８時から１６時まで有料

となる駐車場があるが、ホテルの敷地内にお客様のための地下駐車場もある。 

 

メール：arphotel@vnet.hu 

ウエブサイト（ハンガリー語）：http://www.hotelarpad.hu/ 

アドレス：2800 Tatabánya, Fő tér 20. 

電話番号：+36 34 310 299 

 

Sport Hotel és étterem （スポート・ホテルとレストラン） 

タタバーニャの静かな東の地域にあるホテルである。

隣に都市のサッカー場やスタジアムやいろいろなスポ

ーツフィールドなどがあるから「スポーツのホテル」

という名前が付けられた。 

ビルにダブルルームが１８室、トリプルルームが２室、

そして５ベッドルームも２室ある。ホテルでサウナと

ジムとボーリング場もあるし、隣にあるプール、サッ

カー場とスポーツフィールドも利用できる。 

全部のルームでエアコン、バルコンと無料 WiFi インタ

ーネット接続があり、ホテルの敷地内に駐車場もある。 

 

メール：info@sport-hotel.hu 

ウエブサイト（ハンガリー語）：http://www.avertesagoraja.hu/cikk/sport-es-romantika-

talalkozasa.html 

アドレス：2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 9. 

電話番号：+36 34 310 410 

mailto:arphotel@vnet.hu
http://www.hotelarpad.hu/
mailto:info@sport-hotel.hu
http://www.avertesagoraja.hu/cikk/sport-es-romantika-talalkozasa.html
http://www.avertesagoraja.hu/cikk/sport-es-romantika-talalkozasa.html
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レストラン 
 

 

Vadvirág étterem és panzió （「野草」レストランとゲストハウス） 

１７６８年創業のタタバーニャ地域で一番古い宿である。１９８０年代にレストランが

オープンされた。この美しいレストランでおいしいハンガリー料理を食べられるが、そ

の料理の値段は高いかもしれない。 

 
 

開館時間：毎日８時～２２時 

メール：vadvirag@vadvirag.net 

ウエブサイト（ハンガリー語／英語／ドイツ語）：http://vadvirag.net/ 

アドレス：2800 Tatabánya, Táncsics utca 36. 

電話番号：+36 34 332 584 

 

Vendéglő a három tölgyfához （「３本の柏木の宿」レストラン） 

レストランの前に３本の古い柏木があったことから、

「３本の柏木の宿」という名前が付けられた。おいし

いハンガリー料理を口にすることができるし、日替わ

りメニューもある。 

 

開館時間：火曜日～日曜日：１２時～２４時 

メール：3tolgyfa.vendeglo@gmail.com 

ウ エ ブ サ イ ト （ ハ ン ガ リ ー 語 ） ：

http://tatabanyaianzix.hu/helyek/haromtolgy/ 

アドレス：2800 Tatabánya, Feszty Árpád utca 138. 

電話番号：+36 34 316 049 

mailto:vadvirag@vadvirag.net
http://vadvirag.net/
mailto:3tolgyfa.vendeglo@gmail.com
http://tatabanyaianzix.hu/helyek/haromtolgy/
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Sport Hotel étterme （スポート・ホテルのレストラン） 

スポート・ホテルのビルにあるレストラン。値段が高

くなく、日替わりメニューでフィットネス料理もある。

しかし、このホテル・レストランはタタバーニャのセ

ントラルから遠い。 

 

開館時間：毎日９時半～２２時 

メール：info@sport-hotel.hu 

ウ エ ブ サ イ ト （ ハ ン ガ リ ー 語 ） ：

http://www.avertesagoraja.hu/cikk/sport-es-romantika-talalkozasa.html 

アドレス：2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 9. 

電話番号：+36 34 310 410 

 

Don Giovanni pizzéria （「ドン・ジョヴァンニ」ピザ屋） 

このピザ屋はタタバーニャ駅の隣にあり、とても便利

である。ピザ以外にスープやいろいろなイタリア料理

やハンバーガーやギロスなどが食べられる。 

 

開館時間：日曜日～木曜日：１１時半～２２時 

     金曜日～土曜日：１１時半～２３時 

メール：無 

ウ エ ブ サ イ ト （ ハ ン ガ リ ー 語 ） ：

http://www.dongiovannipizzeria.hu/ 

アドレス：2800 Tatabánya, Győri út 1/a. 

電話番号：+36 34 303 555 

 

McDonald’s Vértesszőlős （マクドナルド） 

世界中で最も有名なファーストフードレストラン、マ

クドナルドはタタバーニャにもある。都市の端にある

レストランでマックカフェとマックドライブもある。 

 

開館時間：毎日７時～２３時 

メール：無 

ウエブサイト（ハンガリー語）：http://www.mcdonalds.hu/ettermeink/tatabanya 

アドレス：2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3. 

電話番号：+36 34 309 706 

 

mailto:info@sport-hotel.hu
http://www.avertesagoraja.hu/cikk/sport-es-romantika-talalkozasa.html
http://www.dongiovannipizzeria.hu/
http://www.mcdonalds.hu/ettermeink/tatabanya
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Burger King （バーガーキング） 

マックドナルドの向かいに、バーガーキングのファー

ストフードレストランもある。自動車で行くならドラ

イブスルーも利用できる。 

 

開館時間：毎日８時～２４時 

メール：無 

ウエブサイト（ハンガリー語）：http://www.burgerking.hu/ettermek/tatabanya 

アドレス：2837 Vértesszőlős, Határ út 1-3. 

電話番号：+36 34 309 706 

 

Dixie csirke （「ディクシー・チキン」ファーストフードレストラン） 

タタバーニャ駅の近くの「ドン・ジョヴァンニ」ピザ屋の隣にある２０年以上前にオー

プンしたレストランである。いろいろなハンバーガーやピザやサラダなどの食べ物が買

えるし、値段も安い。 

 

開館時間：月曜日～金曜日：７時～１８時 

     土曜日：７時～１３時 

メール：無 

ウエブサイト（ハンガリー語）：http://www.dixietatabanya.hu/ 

アドレス：2800 Tatabánya, Győri út 1/a. 

電話番号：+36 34 337 882 

 

Grill bár （「グリルバー」ファーストフードレストラン） 

この小さなファーストフードレストランでおいしいギ

ロスやピザやサラダなどを買える。またお客様の家に

料理を配達するサービスもある。タタバーニャと隣の

ヴェールテシュソーローシュへの配達は無料となって

いる。 

 

開館時間：毎日１０時～２２時 

メール：無 

ウエブサイト（ハンガリー語）：http://www.grillbar.hu/ 

アドレス：2800 Tatabánya, Kossuth Lajos utca 76. 

電話番号：+36 34 305 222 

 

http://www.burgerking.hu/ettermek/tatabanya
http://www.dixietatabanya.hu/
http://www.grillbar.hu/
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歩き方 
 

 

タタバーニャの駅とバスターミナルは同じ場所にあり、バスや電車でタタバーニャに来

ると「ヴェールテシュ」ショッピングモールの後ろに到着する。そのモールには多数の

ショップや喫茶店などがあり、旅行の疲れが残っているならそこで休憩を取ることがで

きる。モールの正門を出ると都市を横断する大通りが見えてくる。大通りを渡ってまっ

すぐ歩くと、最初の交差点の右の角に市立図書館がある。その交差点からゲレチェ山を

登ってチュルル彫像の所へも行けるし、右折して歩くとタタバーニャの中心街に行ける。

中心街にはまた多数の店や喫茶店やアルパードホテルや「ヴェールテシュアゴーラーヤ」

という公民館、劇場と博物館がある。セントラルから「Köztársaság útja」という道

を１０分ぐらい歩くとユビレウム公園とチョーナカーゾートーの公園に到着する。ジェ

ーマント冒険プール、スポート・ホテル、マーユシュ・エジ・パークと最近リニューア

ルされたきれいなヤーサイ・マリ劇場は中心街から遠いのでバスで行くことをお勧めす

る。（「Köztársaság útja」バス停に５番のバスを乗って、「Sportpálya」バス停に降

りてください。）バス乗車は１５分ぐらいかかる。「Sportpálya」から歩くと、劇場は

５分、ジェーマント冒険プールは１０分ぐらいかかる。道の反対側にあるバス停で５番

のバスを乗れば中心街やタタバーニャ駅にも戻れる。 

 

バスを乗ると乗車券がなかったら運転手から買える。乗車券は２００～３００フォリ

ントぐらいだが、コンビ二やタバコ屋でもっと安く買えるかもしれない。 
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地図 
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