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2020 年 2 月 14 日 

 

いちごに夢中！天井高 27m の吹抜けで愉しむランチタイム 
ストロベリーランチブッフェ「ヴィヴァーチェ」、3 月 4 日より提供 

選べるメインのほか、アンティパスティや苺デザートをお好きなだけ 

 
 
ストリングスホテル東京インターコンチネンタル（所在地：東京都港区港南 総支配人：秋間 友）内イ
タリアングリル「メロディア」では、3 月 4 日（水）より 5 月 31 日（日）まで、ストロベリーデザート
ブッフェを含むランチオファー「ヴィヴァーチェ（Vivace）」を提供いたします。選べるメインディッシ
ュに、アンティパスティ（前菜）と旬の苺デザートをブッフェスタイルでお好きなだけお楽しみいただけ
る内容です。天井高 27m の吹抜けが圧巻のモダンラグジュアリーな空間にて、旬食材を満喫するメニュ
ーと苺デザートが一度に楽しめる、優雅なランチタイムをお届けします。 
 
エレベーターを降りると、広大な吹抜けが現れる 26 階のフロア。昨年 12 月にオープンした「ザ・スコ
ア・ダイニング」という名のダイニングデスティネーションにて、イタリアングリルを提供する「メロデ
ィア（伊：Melodia、意：メロディー、旋律）」は、コンテンポラリーでありながらも温かさを感じる空間。
活気あふれるオープンキッチンにてご用意する、総料理⻑ オリヴィエ ロドリゲス監修のエレガントで
軽やかなお料理が好評です。「ヴィヴァーチェ（Vivace）」とはイタリア語で、“快活に、生き生きと”を意
味し、音楽用語としても使われます。同オファーでは、しっとりとジューシーに仕上げたチキンと濃厚な
ソースの相性が抜群な「鶏むね肉のグリル ゴルゴンゾーラとくるみのソース」やアンチョビの塩味とケ
ッパーの酸味が旬の鰆の旨味を引き立てる「鰆のグリル アンチョビ＆ケッパーソース」といったメイン
ディッシュのほか、お好きなだけお楽しみいただける色鮮やかなアンティパスティと可憐な苺のデザー
トコレクションがブッフェテーブルに並び、華を添えます。 
 
多くの女性を夢中にする苺をふんだんに使ったデザートコーナーでは、「メロディア」のシグネチャーデ
ザートのひとつである「ラズベリーとリコッタチーズのタルト」を苺スタイルに昇華させたアイテムやス
トロベリーマカロンをはじめ、ストロベリーパイなど、エグゼクティブペストリーシェフ 鈴木 崇志によ
る心ときめく苺デザートメニューをお好きなだけお楽しみください。加えて、艶やかでフレッシュな苺を
そのままお召し上がりいただけるよう、チョコレートソースやホイップクリームなどをコンディメント
でご用意。ホテルでの優雅なランチタイムを締めくくるにふさわしい、苺を心ゆくまでご堪能いただける
至福のセレクションです。おしゃべりがつきない女子会やファミリーでのお出かけにもぴったりな、苺に
夢中な美食家も納得のラインナップでお贈りします。 

「ヴィヴァーチェ」イメージ（写真左）、広大な吹抜けが印象的な空間 
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「ヴィヴァーチェ」概要 
期 間： 3 月 4 日（水）〜5 月 31 日（日） 
場 所： イタリアングリル「メロディア」（26 階） 
時 間： 11:30〜15:00 (L.O. 14:30) 
料 金： お一人さま  5,500 円 

お子さま 小学生 2,750 円、未就学児 無料 
※すべて税・サービス料別 

内 容： 「ヴィヴァーチェ」 
 アンティパスティ・サラダをブッフェから 

 サラダバー 10 種のコンディメントで 
 イカのマリネ レモンとオリーブオイルのドレッシング 
 スモークサーモン、ブロッコリー、ケッパーのトロフィエサラダ 
 アンディーブ＆タルティーボのサラダ  胡桃のキャラメリゼ 
 キヌアとオーガニック野菜のマジョラムスタイルサラダ 
 ローストビーフとルッコラのサラダ  

    パルミジャーノレッジャーノ&バルサミコドレッシング 
 ローストポークサラダ オレンジソース 
 白いんげん豆＆オリーブ＆ドライトマト ローズマリー風味 
 季節のスープ 
 季節のピンチョス 
 イタリアンコールドカット 
 チーズ 3 種  

 メインディッシュより一品 
 鶏むね肉のグリル ゴルゴンゾーラとくるみのソース 
 鰆のグリル アンチョビとケッパーのソース 
 蟹とホワイトアスパラガスのマファルディーネパスタ 
 和牛と赤ワインのボロネーゼ スパゲティーニ 
 シェフおすすめビーフ ペッパーソース（追加料金 1,000 円） 
 スモークスカルモッツァチーズ＆根菜グリル パセリソース 

 苺デザート&フレッシュストロベリーをブッフェから 
 苺とリコッタチーズのタルト 
 苺のパンナコッタ 
 ストロベリーマカロン 
 苺とクランベリーのジュレ 
 苺のベイクドチーズケーキ 
 ストロベリーパイ 
 苺のロールケーキ 
 抹茶のブラウニー ベリーのトッピング 
 ガトーショコラ いちご添え 
 フレッシュストロベリー さまざまなコンディメントで 

 コーヒー、紅茶 
 

ご予約・お問い合わせ： 
公式サイト または TEL. 03-5783-1258 

 
※メニュー内容は、仕入れ状況により、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 
※画像はイメージです。 
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【本プレスリリースに関するお問い合わせ】 

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル 

マーケティングコミュニケーションズ 

〒108-8282 東京都港区港南 2-16-1 品川イーストワンタワー 

TEL. 03-5783-1162  /  FAX. 03-5783-1114 

Email. strings_ic_pr@intercontinental-strings.jp  

 

 

インターコンチネンタル® ホテルズ&リゾーツについて 

インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツは、70 年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力を体験できる旅を提

供。いずれのホテルでも、インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみいただけます。インターコンチネンタルは、さりげな

い心遣いが感じられる上質なサービスと充実したアメニティを通した、グローバルで洗練された旅を実現します。お客様ひとりひとりに

合わせたきめ細かなサービスによる心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいご滞在をご満喫いただけます。また、インタ

ーコンチネンタル アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタルを通して、大切なお客様に特別なサ

ービスをお届けします。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものとなるよう、ほかでは味わえない特別な体験など、その土地

ならではの魅力をご紹介しています。 

 

IHG® / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて 

IHG(インターコンチネンタルホテルズグループ) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、世界約 100 ヶ国に 5,800 ホテル、865,000 室を展

開するグローバルホテルオペレーターです。さらに、世界、約 1,900 軒のホテルが開発中となっています。現在の IHG ブランドポートフ

ォリオは、以下の通りです： 

 

ラグジュアリーブランド： シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ、リージェント ホテルズ&リゾーツ、キンプトン ホテルズ&レ

ストランツ、インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ 

アップスケールブランド： ホテル インディゴ、EVEN ホテルズ、HUALUXE（華邑） ホテルズ＆リゾーツ、クラウンプラザ ホテルズ

&リゾーツ、VOCO 

メインストリームブランド： ホリデイ・イン、ホリデイ・イン エクスプレス、ホリデイ・イン クラブバケーションズ、ホリデイ・イ

ン リゾート、avid ホテルズ、ステイブリッジ スイーツ、キャンドルウッド スイーツ 

IHG®リワーズクラブ： IHG のロイヤリティプログラム・IHG リワーズクラブは、世界最大級のロイヤリティプログラムです。現在、

世界 1 億人を超える会員の皆様に様々な特典をお楽しみいただいております。 

 

InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社であり、英国に設立、英国およびウェールズに登録されています。現在世界

中の IHG ホテル及びコーポレートオフィスには、400,000 人を超える IHG チームメンバーがおり、日々世界中から集まるお客様をお迎

えしています。 

 

日本国内では、2006 年 12 月に、IHG と ANA の業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを

設立。現在国内 32 ホテル、約 10,000 室を展開しています。その内、7 軒がインターコンチネンタル、20 軒が ANA クラウンプラザ、5 軒

のホリデイ・インブランドで運営しています。今後日本国内では、新規ブランドとして、この冬にホテルインディゴ箱根強羅を、その後

2020 年春には、キンプトン新宿東京、ANA ホリデイ・インリゾート信濃大町くろよん、2021 年には、ホテルインディゴ犬山有楽苑、

2022 年にはインターコンチネンタル沖縄美ら SUN リゾートの開業を予定いたしております。<2019 年 9 月 30 日現在> 

 

IHG グローバルサイト: www.ihg.com  

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp  

IHG グループサイト: www.ihgplc.com  
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