
 

                                                                                        All prices are in Japanese Yen, inclusive of 15% service charge and 10% consumption tax. 

上記日本円での表示価格には、サービス料 15％と消費税 10％が含まれております。 

  

ANTIPASTI E INSALATE

前菜とサラダ 

 
 

INSALATA DI CASTELFRANCO 3,289 

Castelfranco salad, 

fig, gorgonzola, walnuts 

カステルフランコと無花果のインサラータ 

ゴルゴンゾーラと胡桃 

 

INSALATA DI RUCOLA 3,416 

Rocket salad, rainbow tomatoes, 

buffalo mozzarella DOP 

セルバチコとカラフルトマトのインサラータ  

水牛モッツァレラ DOP  

 

INSALATA DI POLPO  3,542 

Hokkaido octopus salad,  

potato, black olive, string beans 

北海道産水蛸のインサラータ 

ジャガイモと黒オリーブ 隠元 

 

INSALATA DI INDIVIA 3,542 

Endive salad, mushroom, truffle dressing 

アンディーブのインサラータ 

マッシュルームとタルトゥファータ 

 

SAN DANIELE 3,542 

24-month aged prosciutto, melon 

24 ヵ月熟成サンダニエーレプロシュットとメロン 

 

SOPPRESSATA 3,669 

Yamanashi red chicken soppressata terrine, 

white liver pesto,  

sweet and sour myoga ginger agrodolce 

山梨県産八ヶ岳名水赤鶏と夏野菜のソプレッサータ 

白レバーペーストと茗荷のアグロドルチェ 

 

FRITTO 4,048 

Hyogo Hamo conger eel fritter, 

bamboo charcoal, saffron, okura 

兵庫県産鱧の竹炭フリット 

サフランとオクラ 

 

AFFUMICATO 4,175  

Smoked Hiramasa kingfish,  

Colinky squash, herbs 

平政のアフミカート 

コリンキーとハーブのインサラータ 

 

INSALATA DI RISO 4,428 

Rice salad, Japanese eel,  

Kagabuto cucumber, olive vinegar 

インサラータ ディ リゾ 

国産鰻と加賀太胡瓜 オリーブ de酢 

PASTA, RISOTTI E ZUPPE 

パスタ、リゾットとスープ 

 
 small / main 

AGNOLOTTI 2,214 / 3,163 

Agnolotti cacio e pepe, 

black pepper, Pecorino Romano  

アニョロッティ カチョ エ ペペ 

黒胡椒とペコリーノロマーノ 

 

CAVATELLI 2,303 / 3,289 

Cavatelli pasta shells,  

mussel, cacio e pepe  

カヴァテッリ  

ムール貝のカチョ エ ぺぺ 

 

SPAGHETTI AL RAGÙ DI MANZO 2,391 / 3,416 

Pastificio Setaro artisanal spaghetti,   

Hokkaido Tankaku wagyu beef ragout 

スパゲッティ  

北海道産短角牛のミートソース 

 

RAVIOLI 2,480 / 3,542 

Spicy sausage ‘nduja ravioli,  

Calabrian pesto 

ラビオリ ンドゥイヤ  

ペースト カラブレーゼ 

 

TAGLIOLINI 3,011 / 4,301 

Tagliolini, shiraebi glass shrimp,  

edamame, Aomori garlic cream 

タリオリーニ  

白海老と枝豆 青森県産大蒜のクレマ 

 

RISOTTO 2,480 / 3,542 

Risotto, tomato, bell pepper,  

Yamanashi red chicken,  

Hokkaido ricotta 

リゾット トマトとパプリカ 

山梨県産八ヶ岳名水赤鶏と北海道産リコッタ 

 

ZUPPA DI FAGIOLI 1,860 / 2,657 

Borlotti bean soup,  

pancetta bacon  

ファジョーリのスープ 

ボルロッティとパンチェッタ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDI - MAIN 

メイン料理 

 

 

BRANZINO 5,187 

Sautéed seabass, 

spaghetti squash pescatora 

鱸のソテー  

錦糸瓜のペスカトーレ 

 

PESCE ISAKI 5,819 

Sautéed Isaki grunt fish,  

fennel, asparagus,  

caper, salted organic Hiroshima lemon 

伊佐木のソテー 

フェンネルとアスパラガス  

ケッパーと広島県産有機の塩檸檬 

 

BARRACUDA  6,325 

Steamed barracuda,  

zucchini blossom, Hokkaido scallop 

カマスのヴァポーレ  

花ズッキーニ 北海道産帆立 

 

PEPERONE RIPIENO 5,187 

Stuffed bell pepper, minced wagyu beef, 

tomato fonduta sauce 

パプリカ 和牛挽肉のリピエノ 

トマトのフォンデュータ 

 

MAIALE  5,440 

Yamagata Hirata farm pork loin,  

amatriciana sauce, homemade pancetta,  

eggplant, mozzarella cream 

山形県産平田牧場三元豚ロースのグリリアータ 

茄子と自家製パンチェッタのアマトリチャーナ 

モッツァレラのクレマ 

 

ANATRA 7,337 

Roasted Ibaraki Kasumi duck breast, 

Shishito pepper, young corn 

茨城県産かすみ鴨胸肉のアッロースト 

獅子唐辛子と葉付きヤングコーン 

 

MANZO ALLA GRIGLIA 20,240 

Matsusaka wagyu sirloin 120g, 

Shizuoka Kitayama farm organic vegetables, 

bagnet verde green sauce 

三重県産松阪牛サーロイン 120g 

静岡県北山農園の有機野菜  

バニェットヴェルデ 

 

 

 

 

CONTORNI - SIDES 

サイドディッシュ 

 

PATATE  1,898 

Roasted baby potatoes, 

rosemary 

ベビーポテトとローズマリーのアッロースト 

 

SPINACI  1,898 

Sautéed spinach, 

pine nut, raisin 

法蓮草と松の実 レーズンのソテー 

 

BROCCOLI  1,898 

Sautéed broccoli, 

anchovy 

ブロッコリーとアンチョビのソテー 

 

ARROSTO DI VERDURE  2,277 

Roasted seasonal vegetables 

旬野菜のアッロースト 

 

 

 

 

QUALCOSA DI SPECIALE 

香川県産アマン東京オリジナルキャビア 

 

 

IL NOSTRO CAVIALE 31,625 

25 grams of Japanese-produced fresh raw  

caviar made-to-order with a delicate salt  

concentration according to the astute  

requirements of Chef Hiraki exclusively  

for Aman Tokyo. 
 
総料理長 平木正和監修のもと、 

素材本来の味と食感を存分に生かすため低温殺菌をせず、 

塩味にもこだわった非加熱生キャビア（25g） 

 


