
 

 

令和 2 年 7 月 2 日 

 

レストランからのお知らせ 
平素よりストリングスホテル東京インターコンチネンタルをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。   

さて弊ホテルでは、感染予防対策を講じたうえで、営業時間および提供内容を限定し、レストラン営業を順次再開

しております。弊ホテルの感染予防対策の詳細につきましてはこちらをご覧ください。 

⚫ 中国料理「チャイナシャドー」 

7 月 9 日（木）よりディナー営業時間を短縮し下記の時間帯にて営業 

【営業時間】 

⚫ ランチ  平日：11:30am ～ 3 pm (L.O. 2:30pm)、土日祝：11:30am ～ 5pm (L.O. 4:30pm) 

⚫ ディナー 木～土曜日 6pm ～ 9pm (L.O. 8pm) ※日～水曜日ディナー営業は当面の間休業 

⚫ 鉄板焼「風音」 

【営業時間】 

⚫ ランチ：12pm ～ 3pm (L.O. 2:30pm) 

⚫ ディナー：5:30pm ～ 8:30pm (L.O. 8pm) ※日曜日ディナー営業は当面の間休業 

⚫ イタリアングリル「メロディア」およびカフェ&バー「リュトモス」 

平常営業（朝食、ランチ、ディナー、アフタヌーンティー） 

⚫ テイクアウトメニュー「ストリングス TO GO」 

⚫ お受け取り時間：11:30am ～ 8:30pm（中国料理を除く） 

⚫ 中国料理お受け取り時間：日～水曜日 11:30am ～ 3pm（L.O. 1pm）、 

木～土曜日 11:30am ～ 8:30pm（L.O. 6:30pm） 

⚫ ご宿泊ゲスト向けインルームダイニング 

営業時間：6:30am ～ 11:30pm (L.O.11pm) ※中国料理は「チャイナシャドー」の営業時間に準じる 

 

ご不明な点などございましたらお気軽に 03-5783-1111（ホテル代表）までお問い合わせください。お客さまにはご不

便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

副総支配人 レベッカ ソーン 

July 2, 2020 

 

Dining at The Strings by InterContinental Tokyo 
Welcome to The Strings by InterContinental Tokyo. We are pleased to advise that we will reopen our restaurants in stages, 

starting on July 9. Please see the following updated restaurants and bar information for the dining experiences at The Strings; 

 

⚫ China Shadow 

⚫ Lunch: Weekdays 11:30am – 3pm (L.O. 2:30pm), Weekends/National Holidays: 11:30am – 5pm 

(L.O. 4:30pm) 

⚫ Dinner: Thursday – Saturday 6pm ～ 9pm (L.O. 8pm) Closed for dinner service Sundays – 

Wednesdays until further notice 

⚫ Kazane Teppanyaki 

⚫ Lunch: 12pm – 3pm (L.O. 2:30pm) 

⚫ Dinner: 5:30pm – 8:30pm (L.O. 8pm) Closed on Sundays until further notice 

⚫ Melodia Italian Grill and Rhythmos Cafe and Bar 

Open as usual for breakfast, lunch, dinner, and Afternoon Tea 

⚫ Takeout menu ‘Strings TO GO’ 

⚫ Pick-up time: 11:30am – 8:30pm (L.O. 6:30pm, excluding Chinese menu) 

⚫ Pick-up time for Chinese menu: 11:30am – 3pm (L.O. 1pm) on Sun – Wed, 11:30am – 8:30pm 

(L.O. 6:30pm) on Thu – Sat.  

⚫ In-Room Dining for staying guests  

6:30am – 11:30pm (L.O. 11pm; Chinese menu available during China Shadow opening hours) 

 

We sincerely appreciate your understanding. Should you have any questions or require any assistance, please don’t hesitate to 

contact us at +81-3-5783-1111.  

 

Rebecca Thorn, Executive Assistant Manager 

https://intercontinental-strings.jp/jp/clean-promise

