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ヴィシェグラードはハンガリーの有名な町です。小さい町ですが、古いですから、大切です。

ドナウ川の右側にあります。1009 年につくられました。キャッスルヒルは 328 メータルの

高さにあります。 

 

 

 

 

    

    

    

    



歴史歴史歴史歴史 

4 世紀からローマ人がここに住んでいました。

城を 11 世紀に Istvan１世が建てさせました。

11 世紀に fellegvár(要塞),    Salamon-torony

（シャラモンの塔通り）が建てられました。

1323 年にハンガリーの国王の玉座になりまし

た。1335 年にカーロイ・ローベルト(ハンガリ

ーの国王)、ヨハン・フォン・ルクセンブルク

(チェコの国王)、カジミェシュ 3世(ポーラン

ドの国王)がここで会って、ポーランドと和を

結びました。そして、三人は同盟を作りまし

た。Mátyás マーチャーシュ国王の時、ヴィシ

ェグラードはルネサンスの中心地になりました。1529 年まで王冠が城内に保管されていま

した。トルコの占領の下でヴィシェグラードは何度もトルコの町になりました。その後、

1871 年から 1878 年に街が新たに作られ始めました。 

    

有名人有名人有名人有名人    

カルロ 3世（1345 年～1386）年はハンガリーの国王でした。1365 年にハンガリーに来て、

陸軍将軍になりました。ナポリ戦争に勝利しナポリの国王になりました。その後ハンガリー

の国王になりました。カルロ 3世は 1386 年にヴィシェグラードで亡くなりました。 

Kottanner JanosnéKottanner JanosnéKottanner JanosnéKottanner Janosné はエリザベス女王の侍女でした、ヴィシェグラードに住んでいました。

1440 年に彼女はハンガリーの王冠を盗みました。そしてエリザベスの子

供であるカロル 5世を戴冠させました。    

    

GGGGörgey Artúrörgey Artúrörgey Artúrörgey Artúr 1867 年にここに移り住みました。Görgey は 19 世紀に陸軍

将軍と戦争大臣になりました。 

 

Vitéz JánosVitéz JánosVitéz JánosVitéz János（（（（1408 年～1472 年）は枢機卿と大司教でした。しかし、

国王を殺そうとしたので国王は、ヴィシェグラードにで閉じ込めま

した。 

    

    

    

観光観光観光観光スポットスポットスポットスポット    
国王ベーラ４世は 1250 年から 1258 年にかけて

FellegvárFellegvárFellegvárFellegvár 要塞を建てさせました。ハンガリー

の王冠はこの城で保管されました。今要塞でろ

う人形館やいろいろな展覧会があります。たと

えば城の歴史についての展覧会や狩猟・釣りに

ついての展覧会、そしてハンガリーの王冠の歴

史についての展覧会等があります。 

 

 

1323 年にカーロイ・ローベルトは

Királyi palotaKirályi palotaKirályi palotaKirályi palota    「王宮」を建てさせました。その後、ラヨシュ 1世は現代も

残る palota を 14 世紀に建てました。Mátyás 国王時代のゴシック様式を見るこ

とができます。トルコの占領時に廃墟になってしまいましたが、1934 年から発



掘・遺跡修復が続けられています。Királyi palota で王宮の歴史についての展覧会があり

ます。 

Királyi palota の開館時間は火曜日から日曜日まで 9時から 17時までです。入場料は

1.100Ft です。  

 

 

SalaSalaSalaSalamonmonmonmon---- torony torony torony torony (シャラモンの塔通り)は Fellegvár の下にある大

きな塔です。名前はソロモンですが、ソロモン国王はここに住んだ

ことはありません。塔には 1490 年まで国王が住んでいました、その

後、ここは倉庫になりました。今、この塔では Mátyás 国王博物館の

展覧会があります。 

開館時間は火曜日から日曜日まで、9時から 17時までです。入場料

は 700Ft です。 

 

 

Görgey házGörgey házGörgey házGörgey ház    

Görgey Artúr は写真（右）の家に住んでいました。1867 年にここに移り住み

ました。Görgey は 19 世紀に陸軍将軍と戦争大臣になりました。ここでたくさ

ん英語で書かれた哲学的な本を読んだり、ガーデニングをしました。 

 

 

Fun Extreme Canopy     
滑車リフトがあります。長さは 900 メートルです、高さは 13－14

メートルです。コースは 50 分かかります。入場料は 3.990Ft です。 

E-mail:canopy@canopy.hu 

住所：2025 Visegrád, Fekete-hegy, Nagyvillám 

サイト：（英語もあります）

http://www.canopy.hu/。 

 

 

Ördögmalom-vízesés(滝)はヴィシェグラードの山の中にあります。ヴィシェ

グラードから 2.5 キロメートル南東あります。    

    

    

ViktorinViktorinViktorinViktorin emlékmű emlékmű emlékmű emlékmű（（（（記念碑記念碑記念碑記念碑））））    

Viktorin 記念碑は Viktorin József にちなんで名付けられま

した。Viktorin József (1822 年-1876 年)はスロバキアの神

父でした。彼がヴィシェグラードの遺跡の探査を始め、歩行経路を確立

しました、彼が作った道の名前は Viktorin sétány です。歩行経路は城の

近くにあります。道の終わりに記念碑があります。 

 

 

 

Zsitvay kilátó(Zsitvay展望台)は Nagy-Villám 山の上にあります。377

メートルの高さにあります。Zsitvay Tibor にちなんで名付けられま

した。彼は展望台を立て、財政的に支えました。この展望台から



ドナウ川からヴィシェグラード山まで見ることができます。 

開館時間は 11 月から 4月まで土曜日と日曜日の 10 時から 18時までです。３月から 10月ま

では毎日開いています。入場料は 400Ft です。 

 

 

宿泊地宿泊地宿泊地宿泊地 
Vár Hotel Kastélyszálló*** 

 

Vár Hotel Kastélyszálló は元々Görgeyの別荘でした。

1999 年からホテルになりました。部屋が 20 あります。

すべての部屋でミニバー、電話、テレビがあります。

レセプションで自転車を借りることもできます。無料

駐車場もあります。 

ホテルでレストランとバーがあります。レストランで

ハンガリーと地中海料理があります。つくられて 100

年になるワインセラーもあります。 

ダブルルームの値段は１泊 15.500 Ft (5.900 円ぐらい), 

シングルルームは１泊 9.000Ft (3.400 円ぐらい)です。 

住所：H-2025 Visegrád, Fı út 9.。 

メールアドレス：info@varhotel.hu。 

電話番号は+36 26 397 522。 

サイト：（英語とドイツ語もあります。）http://www.varhotel.hu/index.php。 

 

Pillangós-ház 
建物は 18.世紀に建てられました。歴史的建造物です。伝

統的なハンガリーの村の雰囲気があります。観光スポット

からも近いです。犬が２匹、ネコが２匹がいます。 
小さいキッチン、大きなパーラーと庭があります。テレビ

が部屋にありませんが、パーラーにコンピューターがあり

ます。朝ごはんを自分自身のためにキッチンで作ります。

無料駐車場もあります。 

ダブルルームが 5 部屋あります。ダブルルームの値段は１

部屋 6000Ft (2.300 円ぐらい)ですが、2 泊以上なら、値段

は 5000Ft (1.900 円ぐらい)になります。 

住所：2025. Visegrád, Nagy Lajos u. 8. 

メールアドレス：kovats.ildiko@pillangos-haz.hu 

電話番号は+36-20-9274-150 

サイト（ハンガリー語のみ）http://pillangos-haz.hu 

 

    

レストランレストランレストランレストラン 



 

Kovács-kert  
このレストランは町の中心にあります。とても静かなレストランです。Kovács 家族は 1989

年から色々なレストランを有します。レストランで庭もあります。週末で生演奏もあります。

たくさん伝統的な、美味しい、ハンガリーの料理があります。 

住所：Visegrád, Rév u. 4.。 

メールアドレス：kovacskert@kovacs-kertetterem.hu 

電話番号：06 26 398123 

サイトはハンガリー語のみですが、レストランのメニューは英語を含む 4ヶ国語で書かれて

います。http://www.kovacs-kertetterem.hu 

 

    

    

    

    

    

    



交通交通交通交通 

 

ブダペストからバスで 80 分かかります。バスはブダペストの Árpád híd のバス停から出て

います。 

川船でブダペストから 3時間 15 分かかります。水中翼船はもっと早いです、ブダペストか

ら 55 分かかります。船は４月から 10 月まで週末のみ運航しています。水中翼船は５月から

10 月までの週末に動いています。船は、ブダペストの Vigadó tér から乗ります。 

車でブダペストから国道 11 号線でいけます。ブダペストから 44ｋｍです。 

 

町町町町のののの歩歩歩歩きききき方方方方    
ヴィシェグラードは港から三つの方法で行くことができます。有名な建物を見たい場合、マ

インストリートを行ってください。最初に見えるスポットは王宮です。その後 Görgey ház

とシャラモンの塔通りも見えてきます。そしてそのまま行くと山の上の要塞までたどり着く

ことができます。第二の方法は Mátyás király ストリートと Rigó ストリートで行く方法で

す。ここを行くと Zsitvay展望台と Fun Extreme Canopy に着きます。 

ハイキングがお好きな方は Mátyás király 通りからアパートクーティ渓谷でのハイキングが

楽しめます。 

 

    
 

 

 
 

 

 


