
 

 

 

 

 

 

 

 

À la Carte 

Autumn 2022 

アラカルト 

 



 

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。 

INSALATE & ANTIPASTI

前菜とサラダ 

 

 
CASTELFRANCO & MELE   3,400 

Castelfranco leaf chicory salad, apple, gorgonzola, walnuts 

カステルフランコと林檎のインサラータ 

ゴルゴンゾーラと胡桃 

 

INSALATA DI RUCOLA   3,500 

Yamanashi rocket leaf & rainbow tomato salad, 

buffalo mozzarella DOP 

山梨県産契約農園のルッコラとカラフルトマトのインサラータ 

水牛モッツァレラ DOP 

 

INDIVIA   3,550 

Endive salad, sliced mushrooms, tartufata black truffle sauce 

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 

 

PROSCIUTTO & MELONE   3,600 

Prosciutto, baby leaves, melon 

生ハムプロシュットとメロン 

 

CARPACCIO DI RICCIOLA   3,800 

Kampachi yellowtail & turnip carpaccio, 

rainbow tomatoes, shallot, Mie “Tiger tail” green chilli, 

Tokushima organic yuzu dressing 

勘八と蕪のカルパッチョ 

カラフルトマトとエシャロット 

三重県産虎の尾青唐辛子と  徳島県産有機柚子のドレッシング 

 

PALAMITA IN SALSA TONNATA   4,000 

Seared bonito, tuna sauce, beetroot & red onion, black olives, capers 

炙り鰹のトンナート 

ビーツと赤玉葱  黒オリーブとケッパー 

 

ANATRA AFFUMICATA   4,600 

Yamanashi farm herb salad, smoked Kasumi duck breast, 

Parmigiano Reggiano, almond, fig vinaigrette 

山梨県産 契約農園のハーブのインサラータ 

かすみ鴨胸肉のアフミカート  

パルミジャーノレッジャーノとアーモンド  無花果のヴィネグレット 

 



 

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。 

PASTA FRESCA & ARTIGIANALE 

RISOTTI, ZUPPE DI STAGIONE 

パスタ、リゾットとスープ 

 
  small / main 
 

AGNOLOTTI  2,380 / 3,400 

Agnolotti cacio & pepe, 

black pepper, Pecorino Romano cheese 

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 

 

GNOCCHI  2,660 / 3,800 

Goto Islands' sweet potato gnocchi, 

gorgonzola, kinjiso purple spinach, balsamic vinegar 

五島ごと芋のニョッキ 

ゴルゴンゾーラ  金時草とバルサミコ 

 

CAVATELLI  3,360 / 4,800 

Shell-shaped cavatelli short pasta, porcini mushroom ragù, 

smoked cured ham, Parmigiano Reggiano 

カヴァテッリ  

ポルチーニ茸のラグーとスペック  パルミジャーノレッジャーノ 

 

SPAGHETTI  2,940 / 4,200 

Spaghetti, Ama-ebi shrimp, 

bottarga, butternut pumpkin, Mie “Tiger tail” green chilli, 

Italian parsley, Goto Islands' fish sauce 

スパゲッティ  

甘海老と唐墨  バターナッツ南瓜 

三重県産虎の尾青唐辛子とイタリアンパセリ  五島の醤 

 

RISOTTO  2,800 / 4,000 

Risotto, tomato,  

buffalo mozzarella DOP, 

eggplant, Hokkaido Tankaku wagyu beef ragù 

リゾット 

トマトと水牛モッツアレラ DOP   茄子と北海道産短角牛のラグー 

 

ZUPPA DI FAGIOLI  2,030 / 2,900 

Borlotti bean soup,  

pancetta bacon, rosemary, black pepper  

ファジョーリのスープ 

ボルロッティとパンチェッタ 



 

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。 

 

SECONDI - MAIN 

メイン料理 

 

 
SEPPIA 4,000 

Sautéed Aori-ika squid & sea-scallop, eggplant, couscous, squid ragù 

アオリ烏賊と帆立のソテー 

茄子とクスクス  烏賊のラグー 

 

PESCATO DEL GIORNO DAL MARE DI GOTO 6,800 

Freshest catch of the day off Goto's seas, 

gingko nuts, Jerusalem artichoke, clams & Yamako-Kinoko farm mushrooms 

本日の五島列島の鮮魚 

銀杏と菊芋 

浅利と群馬県産やまこきのこのマーレエモンテ 

 

PESCE AMADAI 7,300 

Crunchy Amadai tilefish uroko-yaki, 

mussels, basil, makomo wild rice stem, eggplant, marinara sauce 

甘鯛の鱗焼き 

ムール貝とバジリコ  真菰筍と茄子 

サルサマリナーラ 

 

MAIALE IN DOLCEFORTE 5,600 

Hokkaido Dorobuta free-range pork shoulder, 

“dolce-forte” strong sweet sauce, 

Shizuoka Kitayama farm organic vegetables 

北海道十勝産どろぶた肩ロースのドルチェフォルテ 

静岡県北山農園の有機野菜 

 

INVOLTINI DI POLLO  4,400 

Yamanashi Meisui-aka red chicken rolls, 

Goto Islands' lemongrass, gobo root, pumpkin, 

Hokkaido ricotta cheese, hazelnuts 

山梨県産名水赤鶏と五島産レモングラスのインヴォルティーニ 

牛蒡と南瓜 

北海道産リコッタとヘーゼルナッツ 

 

MANZO AKAUSHI 20,500 

Kumamoto Akaushi-wagyu sirloin, 

truffle crust, creative takes on Kanesaka lotus root 

熊本県産あか牛サーロイン （120g） 



 

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。 

トリュフのクロスタと金坂蓮魂のヴァリアッツィオーネ 

CONTORNI - SIDES 

サイドディッシュ 
 

 

 

PATATE 2,000 

Roasted baby potatoes, rosemary 

ベビーポテトとローズマリーのアッロースト 

 

FUNGHI TRIFOLATI 2,000 

Japanese mushroom medley 

国産茸のトリフォラーティ 

 

BROCCOLI  2,000 

Sautéed broccoli, anchovy 

ブロッコリーとアンチョビのソテー 

 

ARROSTO DI VERDURE  2,300 

Roasted seasonal vegetables 

旬野菜のアッロースト 

 

 

 

 

QUALCOSA DI SPECIALE –  

SIGNATURE CAVIAR 

香川県産アマン東京オリジナルキャビア 

 

 

IL NOSTRO CAVIALE 36,500 

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） 

 

 

 

 

 

 



 

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。 

 

DOLCE & FORMAGGIO - DESSERT 

デザートとチーズ 

 

 

 
COMPOSIZIONE DI GELATO & SORBETTO 1,800 
Seasonal assortment of gelato & sorbet 

ジェラートとソルベットの盛り合わせ 
 

 

 
TIRAMISÙ CON CIOCCOLATO DOMORI 2,200 

Domori chocolate tiramisu, 

hot espresso poured over it 

ティラミス  ドモーリ社チョコレート 

 

 

 
MOUSSE AL CIOCCOLATO  2,200 

Chocolate mousse, raspberry sherbet 

ムース アル チョッコラート  ラズベリーソルベット 

 

 

 
AFFOGATO AL CAFFÈ 2,200 

Vanilla gelato, hot espresso, 
amaretto almond liqueur 

アフォガート  バニラジェラート  エスプレッソ アマレット 

 

 

 
CASSATA ALLA CASTAGNA, GELATO AL MELOGRANO 2,200 

Chestnut cassata cake, nuts, 

pomegranate gelato  

栗とナッツのカッサータ  ザクロのジェラート 

ザクロのジェラート 

 

 

 
FORMAGGIO MISTO for one / 2,200 

Italian cheese assortment, fruit mustard        for two to share / 4,400 

フォルマッジオミスト  フルーツモスタルダ添え  
 

 
 

CAFFÈ, TÈ & TISANE 1,898 

Coffee, tea, herbal infusions  

コーヒー 紅茶 ハーブティー 


