
ヴヴヴヴェスプレームェスプレームェスプレームェスプレーム    

Veszprém 

    

ヴェスプレームヴェスプレームヴェスプレームヴェスプレームのののの基本基本基本基本デーデーデーデータタタタ    

 

人口： 62,286 人 (2009) 

人口密度： 490 人/km2  

面積： 126.93km2 

県：ヴェスプレーム県 

町の名前の由来  

語学者はヴェスプレームの名前が凸凹の意味を表す スラヴ語の「bezprem」から由来

しているかもしれないと言う。これは ヴェスプレームが五つの丘につくられたのが

その背景にある。 

一方、歴史家は町の名前が「Beszprém」から由来している かもしれないと考えてい

る。Beszprém はハンガリーの初代国王のいとこだった。 

この町はハンガリーの女王の好きな町だったので、ヴェスプレームは「女王の町」

とも言われ ている。 

 



 

ヴェスプレームヴェスプレームヴェスプレームヴェスプレームのののの歴史歴史歴史歴史 
 

ヴェスプレームは五つの丘につくられたと言われている。ただ、谷にある町の遺跡

は 5000 年の前のものだが、丘にある遺跡はそれほど古くはない。 

中世に城の下にあった６つの村が１つの町になった。今のヴェスプレームで一番古

い建物はお城とお城にあるカテドラルだと言われている。これらの建物はハンガリ

ー人がこの地に入る前に建てられたと言う史学者もいる。 

ハンガリーの初代国王で、キリスト教化に貢献したイシュトヴァーン王はヴェスプ

レームでコッパーニという異教徒の敵に勝った。コッパーニは王になれば、ハンガ

リーが異教徒の国になる可能性もあったので、これはヴェスプレームにおける最も

有名な戦闘でもある。 

１６世紀と１７世紀にトルコ人と戦争したときヴェスプレームの運命もこれに巻き

込まれた。1552 年から 1609 年までトルコとハンガリーの軍隊は町をほとんどすべて

壊した。トルコ人との戦争が終わったら、今度は神聖ローマ帝国との戦争が始まっ

た。これらの戦争でたくさんの市民が死に、建物も多く崩された。 

戦争が終わった後 18 世紀に町は直され、住民も戻った。18 世紀からヴェスプレーム

の経済が発展し、町の面積も人口の数もふえた。 

1930 年ごろから工業が大切な産業になった。しかし武器を作っていたので、第二次

世界大戦に町が標的となり被弾した。 

第二次世界大戦の後、町はまた直され、化学工業の町となった。 

 

ヴヴヴヴぇぇぇぇスプレームスプレームスプレームスプレームのののの有名人有名人有名人有名人    

 

イシュトヴァーン王（István király）（975 年頃 - 1038 年） 

イシュトヴァーン王はハンガリーの初代国王である。キリスト教化に貢献して、998

年、コッパー二と呼ばれた異教徒である敵（イシュトヴァーンの親戚）をヴェスプ

レームで破った。これはヴェスプレームで最も有名な戦闘でもある。 

ギゼラ妃（Gizella királyné）（984 年頃 - 1059 年） 

ギゼラはイシュトヴァーン王の妃であった。ギゼラや後の妃もヴェスプレームに住

んでいた。1975 年に列福された。 



 

ブルスニャイ・アールパード（Brusznyai 

Árpád）（1924 年 - 1958 年） 

1956 年の革命のときヴェスプレームで働い

ていた。たくさんの人の命を救ったが、

1958 年に処刑された。2008 年、ヴェスプレ

ームにブルスニャイの慰霊碑を建てた。 

 

 

 

チョルノキ・イェノー（Cholnoky Jenı）（1870 年 - 1950 年） 

チョルノキはヴェスプレームに生まれた有名なエンジニアで地

理学者であった。1896 年に中国に行って、地理学と土俗学の研

究をした。後で人気のある大学教師となった。本を 50 冊ぐらい、

論文を 700 ぐらい書いた。 

 

 

 

 

 

ヴェスプレームヴェスプレームヴェスプレームヴェスプレームのののの名所名所名所名所 
 
 
 
 
イシュトヴァーン王とギゼラ妃像 
 
イシュトヴァーン王と妃の像はイシュパーンキ・ヨウジェフ

（Ispánky József）によって 1938 年に（イシュトヴァーン王の

生誕９００年を記念して）作られた。像は今ヴェスプレームの

象徴となっている。城の谷からよく見える所にあって、像から

町のきれいな景色が見える。 
 
 
 

 



火の見の塔（Tőztorony） 
 
高さは 48 メートル。火の見の塔は 13 世紀のベーラ３世の

時代に建てられた。火の見の塔の時計から一時間に一度ヴ

ェスプレームの作曲家チェルマーク・アンタル（Csermák 
Antal）がつくった「六つのハンガリーの舞」（Hat magyar 
tánc）と言うきれいな曲が聞こえる。 
 

 
 

動物園（Állatkert） 

ヴェスプレームの動物園ほ 1958 年に建てられた。

ハンガリーで二番目に古い動物園である。第二

次世界大戦後にハンガリーにはお金がなかった

ので、残念なことにたくさんの動物がとても小

さい檻に入れられていた。しかし 2001 年から動

物園が新しくなり、今はすべての動物にパドッ

クやハウスなどがある。動物園にはハンガリー

でヴェスプレームにだけいる動物（例えばシロ

オリックスやゲラダヒヒ）もいる。 

 

ベネデクの丘（Benedek-hegy） 
 

ベネデク丘はお城のそばにある白雲石の丘である。

13 世紀にヴェスプレームに来たベネディクト会の宣

教師から名前をもらった。上に 1904 年に作られた

大きい十字架がある。丘から美しい景色が見えるの

で、ベネデクの丘はヴェスプレームの住民（特に若

者）の人気な憩いの場となっている。 
 

聖イシュトヴァーン陸橋（Szent István völgyhíd） 

陸橋はヴェスプレームの住民にはヴィアドゥクト

（Viadukt）と呼ばれている。1936 年から 1938 年に

かけて、（イシュトヴァーン王の生誕９００年を記

念して）建てられた。長さは 185 メートルで、高さ

は 37 メートルある。ハンガリーの一番きれいな陸

橋だと言われている。2006 年から毎晩陸橋は谷から

カラフルな光線で照らされており、近い丘からとて

も美しく見える。 



愛の島（Szerelem-sziget） 

愛の島は島と言われているが、実際は島

ではない。愛の島はベネデクの丘とシェ

ード小川（Séd-patak）のそばにあって、

小さくて、きれいな公園である。たくさ

んの柳があって、小川の音が聞こえる。

「島」はとてもロマンチックな所である。

多くの若い人がそこにデートをしに行く。 

マルギト遺跡 （Margit romok） 

13 世紀に宣教師によってつくられた修道院の跡であ

る。1246 年から 1252 年までマルギト（ベーラ 4 世の

娘）がこの修道院に生きていた。1552 年に壊れた。 

 

 

 

ヴェスプレームヴェスプレームヴェスプレームヴェスプレームののののホテルホテルホテルホテル 

 

ビラ・メディチ・ホテル（Villa Medici Hotel****）  

ヴェスプレームで一番上品なホテルで、レストランも

一番よいレストランである。きれいで静かなシェード

小川の谷にあり、町の中心から歩いて 10 分かかる。

特別なサービスはスパとか、マッサージとか、サウナ

とか、プールなどである。 

一番安いダブルルームは 28000Ft、一番高いダブルル

ームは 38000Ft である。 

住所・Kittenberger Kálmán utca 11. 

電話・(+36) 88/590-070 

ホームページ・http://www.villamedici.hu （英語、ドイツ語、ハンガリー語） 

メール・villamedici@villamedici.hu 



ギゼラ・ホテル（Gizella Hotel***）  

ホテル・ギゼラの建物は 18 世紀に建てられた。ベネ

デクの丘のそばにあるので、歩いて丘にも、お城に

も、愛の島も２分ぐらいで行ける。家具はシンプル

で、上品である。特別なサービスはバイキング形式

の朝食などである。 

シングルルームは 17000Ft、ダブルルームは 20000Ft、

アパートメントは 26000Ft である。 

住所・Jókai utca 48. 

電話・+36 88/ 579 – 490 

ホームページ・http://www.hotelgizella.hu （英語、ドイツ語、ハンガリー語） 

メール・info@hotelgizella.hu 

 

タポー宿屋（Tapó Fogadó***）   

タポー宿屋は木で作った家具が置かれている歴史的な建物である。タポーに特別な

サファリ・バーもある。美容室もある。煙突の上に鸛（コウノトリ）が巣籠ってい

る。鸛はハンガリーでとても珍しい鳥なので、ヴェスプレームのすべたの市民がタ

ポーの鸛のことを知っている。 

一番安いダブルルームは 15000Ft、一番高いアパートメントは 20000Ft である。 

住所・Pajta utca 19. 

電話・(+36) 88/591-450 

ホームページ・http://www.tapo.hu （ドイツ語、ハンガリー語） 

メール・tapo@invitel.hu 

    

エルデイ・ペンション（Erdei Vendéglő és Panzió） 

エルデイ・ペンションは自然を好む観光客にとって理想的なペンションである。動

物園とサファリパークの間にあって、きれいでナチュラルな環境がある。エルデ

イ・ペンションからグヤの丘やシェード小川の谷にハイキングをすることもできる。

ホテルにはマッサージとか、サウナがあり、乗馬もできる。 

ダブルルームは 10 600Ft である。 



住所・Kittenberger Kálmán utca 12. 

電話・+36 88/425-458 

ホームページ・http://www.erdeietterem.hu （英語、ドイツ語、ハンガリー語） 

メール・info@erdeietterem.hu 

    

オリヴァ・ペンション(Oliva Panzió) 

町の中心の近くにあって、オリヴァからお城まで歩い

て 5 分ぐらいで行ける。オリヴァのレストランは人気

がある。いい天気なら、グリル・ガーデンでジャズの

コンサートもある。 

シングルルームは 13900Ft で、ダブルルームは 15900Ft

である。 

住所・Veszprém Buhim u.14-16. 

電話・+36 88/ 561-900 

ホームページ・http://www.oliva.hu （英語、ドイツ語、

ハンガリー語） 

メール・oliva@oliva.hu 

 

レストランレストランレストランレストラン 

 

ビラ・メディチ・ホテルのレストラン(Villa Medici Étterem) 

ヴェスプレームの一番いいレストランで、ハンガリー全国でも有名なレストランで

ある。メディチのパブ（Wellington Pub）では、お客さまがたばこを吸って、いろい

ろなウイスキーや、ワインを飲みながら会話を楽しむことができる。パノラマ・テ

ラスで朝食を食べて、コーヒーを飲むこともできる。レストランの開店時間は毎日

11 時から２３時までである。 

住所・Kittenberger Kálmán utca 11. 

電話・(+36) 88/590-070 



ホームページ・http://www.villamedici.hu （英語、ドイツ語、ハンガリー語） 

メール・villamedici@villamedici.hu 

   

オリヴァ・レストラン (Oliva Étterem) 

オリヴァのレストランはとても人気がある。オ

リヴァにはレストランのほかにカフェとグリ

ル・ガーデンもある。いい天気なら、グリル・

ガーデンでジャズのコンサートもある。開店時

間は月曜日から木曜日まで 11 時半から 23 時ま

でで、金曜日と土曜日には 11 時半から夜中まで

開いている。 

住所・Veszprém Buhim u.14-16. 

電話・+36 88/ 561-900 

ホームページ・http://www.oliva.hu （英語、ドイツ語、ハンガリー語） 

メール・oliva@oliva.hu 

メニュー・http://www.oliva.hu/pdf/etlap.pdf 

   

パノラマ・スナック(Panoráma Snack) 

ヴェスプレームの中心の、ヴァール・デ

パートの二階にある値段が安いファース

トフードレストラン。大きな窓からきれ

いな景色が見える。お城や、火の見の塔

や、ベネデクの丘も見える。開店時間は

平日は 10 時から 17 時まで、土曜日は

10 時から 13 時までである。 

住所・Cserhát Lakótelep 6 

電話・+36  88/427-065 

   

 



ゴッセル・パブ (Gösser Sörözı és Pizzéria) 

町の中心の地下室にあるパブである。アルコール飲料や

美味しいピザもある。スヌーカーでも遊べる。開店時間

は毎日１２時から２２時までである。 

住所・Megyeház tér 2. 

電話・+36 88/ 444-144 

 

 

ココー喫茶店 (Kokó Terasz) 

ヴェスプレームで一番有名な喫茶店である。町の大道りに位置する。とてもケーキ

が美味しく、いろいろなコーヒーも楽しめる。いい天気なら、テラスにも座れる。

開店時間は月曜日から金曜日までは 9 時から 18 時まで、土曜日は 9 時から 13 時ま

でである。 

住所・Kossuth Lajos utca 8. 

電話・+36 70/570-00-10 

ホームページ・http://www.kokocukraszda.hu （ハンガリー語） 

   

エクスプレッソー・パブ(Expresszó) 

とても人気があるパブである。春から冬まで度々コ

ンサートがひらかれる。開店時間は月曜日と火曜日

と木曜日に 18 時から 2 時まで、水曜日と金曜日と

土曜日に１８時から 4時までである。 

住所・Brusznyai utca 2. 

電話・+36 20/ 940-27-72 

ホームページ・http://www.expresszo.hu （ハンガリー語） 

メール・info@expresszo.hu 



 

 

 

歩歩歩歩きききき方方方方 

 

ヴェスプレームのバスターミナルは町の中心にある。電車の駅から２番か４番のバ

スに乗り、バスターミナル（Buszpályaudvar）で降りる。ユタシ通り（Jutasi út）を南

へ行こう。交差点を左へ曲がって、ブダペスト通り（Budapesti út）を４分ぐらい歩

くとバラトン・プラザ（Balaton Pláza）に着く。そこでショッピングを楽しめる。一

方、ユタシ通りを南へ行って、信号を通りすぎて、もっと南へ行くと、コシュー

ト・ラヨシュ通り（Kossuth Lajos utca）に入る。コシュート・ラヨシュ通りにいろい

ろなショップとか、喫茶店とか、レストランとかがある。コシュート・ラヨシュ通

りを出て、右へ曲がって、一分ぐらい歩くと古町広場（Óváros tér）に入る。古町広

場にたくさんの古い建物がある、例えば市役所、火の見の塔（Tőztorony）、ミレニ

アム・モニュメント（Milleniumi emlékmő）、ポーシュタ家（Pósta ház）など。ポー

シュタ家は昔図書館であったが、今は銀行になっている。古町広場からお城へ２分

ぐらいかかる。お城の一番有名な建物は三位一体広場（Szentháromság tér）にあるミ

ハーユ・カテドラル（Szent Mihály Székesegyház）である。ミハーユ・カテドラルの

前に三位一体像（Szentháromság szobor）とお城の井（Várkút）がある。お城の井にこ

まかいお金を入れると望みが叶うという。ミハーユ・カテドラルからちょっと歩く



と、イシュトヴァーン王とギぜラ妃の像に着く。ミハーユ・カテドラルの側にある

狭い通りに入って１分ぐらい歩くと、ベネデク丘（Benedek-hegy）に着く。疲れたら、

ベネデク丘でちょっと休んだり、美しい景色を見たり、きれいな写真を撮ったりし

よう。ベネデクの丘を出たあとで左の階段を下がって、ウールクート通りを行って、

狭い橋を渡ると、愛の島（Szerelem-sziget）に入る。そこもきれいな憩いの場である。

愛の島を出て左へ曲がって、ちょっと歩くとマルギト遺跡（Margit romok）に着く。

マルギト遺跡から動物園（állatkert）まで歩いて１０分ぐらいかかる。（ミクローシ

ュ通り（Miklós utca）を３分ぐらい歩いて、交差点を左に曲がって、ちょっと行って

右へ曲がると、狭い通りに入る。その通りを行って、聖イシュトヴァーン陸橋

（Szent István völgyhíd）の下にある小さい橋を渡って、キッテンベルゲル・カールマ

ーン通り（Kittenberger Kálmán utca）に入る。キッテンベルゲル・カールマーン通り

を１０分ぐらい散歩すると、動物園に着く。） 

 
 

 


