
 
 

京都洛北に残された密やかな「庭」に

『アマン京都』2019 年 11 ⽉ 1 ⽇開業 
2019 年 02 ⽉ 05 ⽇(⽕) 

 

 

  

 2019 年 11 ⽉ 1 ⽇に⽇本で３つ⽬のアマンとなる「アマン京都」が開業す

る。洛北に広がる森の「庭」にひっそりと佇むの客室からなる、プライベート

なリゾートとして展開する⾒込みだ。 

 

 アマンはあるがままの⾃然を⽣かした静寂の地で、アマンならではのより奥

深い古都の魅⼒に触れる体験を提供するとしている。 



京都の北、左⼤⽂字⼭から続く鷹峯三⼭の麓に息づく、忘れ去られていた美し

い森と庭がアマン京都としてよみがえります。 

  

⾦閣寺も徒歩圏内の鷹峯地区は、江⼾初期に琳派の創始者、本阿弥光悦が居を

構え、芸術村として栄えたことでも知られている。 

  

光悦寺や源光庵、常照寺など、茶室や庭が美しい名刹が点在し、京都の芸術⽂

化に浸るには理想的なロケーションとなっている。 

  

 



 

  

 アマン京都の敷地⾯積は約 2 万 4000 平⽅メートルを誇り、⾃然林を有する

約万平⽅メートルの広⼤な敷地にある。 

 紙屋川に沿って変化に富んだ地形に横たわるこの⼟地は、かつての所有者が

織物美術館を創ることを夢⾒て、年⽉をかけて庭を育んできた密やかな安息の

場所。アマンの名が冠された今、新たな活⼒が宿され、繊細な佇まいの庭は今

後永きにわたり守られていくことが約束されたとしている。 

  

 初夏には緑が⽬にしみる⻘紅葉が、秋には⾚く染まる紅葉が美しく彩り、隠

れ家のようなアマン京都のモダンな建築と、時を経て、なお凛と残る庭が織り

成す景観は、古きを尊び新しきを取り⼊れる、京都が誇る美の真髄でもある。 



  

林や⾕間が続く中を緩やかに迂曲する苔⽣した⽯畳、その頭上に⽣茂る⼭紅葉

の樹々のさざめき、巨⽯が横たわる苔が敷き詰められた空間、また⼭から湧き

出る⼩川のせせらぎや地蔵が静かに佇む⼩径、そして突如現れる⾼台へ誘う⽯

段など、市の中⼼部の喧騒から離れた静寂の森は別世界を創り出している。 

  

 アマン東京やアマネムを⼿がけたケリー・ヒルアーキテクツによる建物は、

⾃然の庭の繊細な美しさを損なわないよう配慮されたミニマルな建築となる。 

広い敷地内には、アライバル棟、リビング棟（オールデイダイニング）、レス

トラン棟（⽇本料理）、スパ棟、24 の客室がある 4 つの宿泊棟、そして 2 ベ

ッドルームのヴィラをそれぞれに有する 2 つの棟が点在する。 

森に溶け込んだ 2 階建ての 4 つの宿泊棟は、壁⼀⾯の窓から林や⼩川の景観を

楽しめ、2 棟のヴィラは、楓や杉の樹々を⾒下ろす⾼台に位置する。 

宿泊のゲストには敷地内の散策でゆっくりと思いを巡らせる静かな時間を過ご

せることが予想される。 

  

26 の客室はいずれも⽇本旅館に受け継がれた伝統を踏襲しながらモダンに昇華

させ、⾃然の景観を最⼤限に尊重する。 

すべての家具と照明はアマン京都オリジナルデザインの特注であり、各空間に

しつらえられた⼯芸品は、研ぎ澄まされた⽇本の美学と創造性を反映してい

る。 

  

床から天井までの壁⼀⾯の窓から臨む森の景⾊と、畳や床の間で構成される落

ち着いた空間、そして檜⾵呂は、穏やかに流れゆく古都の時間の中で、ゲスト

をゆったりとした⾮⽇常へいざなう。 

  

 アマン京都は 2 つの料飲施設を備え、レストラン棟にあるシグネチャーレス

トランでは、厳選された京都の季節の⾷材を使った美しい⽇本料理を楽しめる

としている。 



  

 暖炉が置かれ、庭をオープンテラス越しに眺めるオールデイダイニングで

は、洋⾷からアフタヌーンティー、そして京都のおばんざいスタイルの⾷事や

お茶のほか、⽵籠にて提供する軽⾷とともに屋外でのピクニックなども提供す

る。 

  

 また敷地内の趣あるオープンスペースでは、プライベートダイニングやウェ

ディングのイベントなどもアレンジでき、特別な空間で思い出に残る時間を過

ごせる。 

  

 アマン京都の近郊に湧き上がる天然温泉を備えたアマン・スパでは、古くか

ら⽇本⼈に愛されてきた宇治茶、丹波の⿊⾖、地酒、コールドプレスの椿オイ

ルやきびそ繭、⾦箔など、美と健康に使⽤されてきた⾃然由来の材料を⽤い

て、優れたトリートメントを提供する。 

 また、庭のオープンスペースでのヨガや瞑想などのエクササイズも楽しめ

る。 

  

「アマン京都の開業は、アマン東京とアマネムでの成功に続き、私どもの⽇本

に対するコミットメントと、⽇本での“ジャーニー”をより充実させたい、とい

う願いをかなえてくれます。 

アマン京都は、故ケリー・ヒルと彼のチームによって実現された美しさ際⽴つ

デザインで、アマンの理念である⾃然に対する深い敬意を表しています。 

京都のさまざまな魅⼒をアマンならではの視点でご紹介するとともに、この美

しいシークレットガーデンでの体験を、アマンのお客さまにご提供できますこ

とを楽しみにしております。」と、アマン会⻑のウラジスラフ・ドロニン⽒は

コメントしている。 

  

 アマン京都は、（株）京都リゾーツマネジメントが現場での開発を担ってき

ました。同社が所属するチャータードグループ会⻑のエヤル・アグモニ⽒は、



「細⼼の注意と、職⼈技と献⾝的な努⼒で、この聖域ともいえる庭をリゾート

に造りあげてきました。 

「建築」という⾔語を通して⽇本伝統のデザインに敬意を表し、守りながら、

アマン京都として現代に甦らせた故ケリ－・ヒル⽒とそのチームに感謝いたし

ます。アマン京都は、世界から注⽬され、⽇本のおもてなしの新たなスタンダ

ートになると確信しております。」とコメントしている。 

  

 また、アマンとチャータードグループの⻑期的なビジョンにより、2020 年

にはアマン京都のレジデンスを新たに紹介するとしている。 

  

 



 

  

アマン京都 
https://www.aman.com/kyoto 

 
Source : http://www.hoteresonline.com/articles/6966?p=2 

 

 

 

 



 

 

Aman Kyoto to Open In Quiet Garden 
In Kyoto Rakuhoku Area On November 
1, 2019 
Feb 5, 2019 

 

 

Aman Kyoto will open on November 1, 2019, becoming the third Aman 
destination in Japan. It is expected to unfold as a private resort consisting of 
rooms quietly nestled in a garden in a forest spreading across the Raokuhoku 
area. 

 



Aman is to provide an experience of touching the deep charm of the ancient 
capital that can only be offered by Aman, tucked away in the serenity of 
untouched nature. 

The beautifully pristine forest and garden located at the foot of the three 
mountains of Takamine which continues from Hidaridaimonji Mountain in 
northern Kyoto, is coming back to life as Aman Kyoto. 

  

The Takamine area, which is within walking distance of Kinkakuji, is known as 
the residence of Honami Koetsu (founder of the Rinpa art style in the early Edo 
period) and also prospered as an art village. 

  

It is an ideal location to immerse in the arts and culture of Kyoto, dotted with 
beautiful tea ceremonies and garden-like famous temples such as Koetsuji 
Temple, Genkoan Temple, and Joshoji Temple. 

 

The site area of Aman Kyoto is approximately 24,000 square meters, and is 
located on a vast site of around 10,000 square meters of natural forest. 

 

This land lying in the varied landscape along the Kamiyakawa River is a quiet 
place of haven which the former owner nurtured the garden over many years 
dreaming of creating a textile art museum on the premises. Now that the name 
of Aman is crowned, the land possesses new vitality and the subtle delicateness 
of the garden will be protected for a long time in future. 

 

Fresh green leaves in the early summer and burning red leaves in the autumn 
are beautifully showcased in the dignified garden, against the backdrop of the 
modern architecture of Aman Kyoto, representing the true significance of 
beauty that Kyoto possesses, honoring the old and incorporating the new.  

 

The silent forest brings forth a world away from the bustling city center, 
featuring a mossy stone pavement that gently curves in the continuing forest 
and valley, ripple of thick foliage of mountain maple trees, moss coated carpet 



on which giant stones lay, trails lined by mountain streams and stone deities, 
and stone staircases inviting visitors to the elevated observatory. 

 

The building by Kerry Hill Architects, who worked on Aman Tokyo and Amanem, 
will portray a minimalist architecture that does not compromise the delicate 
beauty of the natural garden. 

Within the large grounds are the Arrival Building, Living Building (All Day Dining), 
Restaurant Building (Japanese Cuisine), Spa Building, 4 Accommodation 
Buildings with 24 Rooms, and 2 Buildings with 2 Bedroom Villas each. 

The four 2-storey accommodation units, which blend in with the forest, enjoy 
views of the forest and the creek from a floor-to-ceiling glass window. 

It is expected that guests in the hotel will have a quiet time to wander around in 
the on-site walk. 

 

Each of the 26 rooms is modernized and reminiscent of the traditional Japanese 
ryokan, and respects the natural scenery to the fullest. 

All furniture and lighting are custom made by Aman Kyoto original design, and 
the crafts arranged in each space reflect the refined Japanese aesthetics and 
creativity. 

Floor-to-ceiling window view of the forest, calm space composed of tatami mats 
and floors, and cypress baths make it an extraordinary place for guests to relax 
in the ancient city where time flows by gently.  

 

Aman Kyoto has two dining facilities, and the signature restaurant in the 
restaurant wing offers beautiful Japanese cuisine using carefully selected Kyoto 
seasonal ingredients. 

  

With an open fireplace and open-terrace views of the garden, the all-day dining 
offers Western-style, afternoon tea, and Kyoto-style dishes and tea, as well as 
outdoor picnics along with light snacks served in bamboo baskets. 

  



Guests may also arrange private dining and wedding events in the quaint open 
space of the site, and spend a memorable time in the special space. 

Aman Spa, which offers natural hot spring sourced in the outskirts of Aman, 
serves Uji tea which has long been loved by Japanese people, black beans of 
Tamba, local sake, as well as superior treatments using naturally derived 
materials including cold-pressed camellia oil, high-quality silk towels, gold leaves, 
etc. for enhanced beauty and health.  

Guests can also enjoy yoga and meditation exercises in the open space of the 
garden. 

 

"The opening of Aman Kyoto, following the success of Aman Tokyo and Amanem, 
fulfills our desire for our commitment to Japan and for furthering our “journey” 
in Japan. 

Aman Kyoto is a beauty-inspiring design realized by the late Kerry Hill and his 
team, representing Aman's philosophy of deep respect for nature. 

We would like to introduce the various charms of Kyoto from the viewpoint of 
Aman, and look forward to providing the experience of this beautiful secret 
garden to Aman's customers.” Aman chairman Vladislav Doronin commented. 

 

At Aman Kyoto, Kyoto Resorts Management Co., Ltd. has been responsible for 
on-site development. Eyal Agmoni, Chairman of Chartered Group, to which 
Kyoto Resorts Management belongs, said "With careful attention, 
craftsmanship and dedicated effort, we have built this sanctuary garden into a 
resort. We deeply appreciate the work of late Kerry Hill and his team who made 
Aman Kyoto reminiscent of modern times while respecting and protecting the 
traditional Japanese design through the language of “Architecture”. We are 
confident that Aman Kyoto will attract attention from all over the world and that 
it will become the new standard of Japanese hospitality.” 

  

Under its long-term vision, Aman and the Chartered Group is to introduce a new 
residence in Aman Kyoto in 2020. 



 

 

Source : http://www.hoteresonline.com/articles/6966?p=2 

 


