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PR E LU DE

We are thrilled to welcome in the New Year.
We encounter many opportunities in Japan 
this season to listen to Koto, a Japanese 
stringed instrument, which sounds the 
celebration of a new year. Koto’s delicate, 
elegant and graceful music resonates 
with our hotel. With our recent refurbish-
ment, we welcomed the hotel’s first Club 
InterContinental and our new restaurants 
at The Score Dining, where guests now can 
enjoy live music at the bar and be connected 
to the rhythm of Tokyo life. I look forward 
to welcoming you to the hotel to experience 
firsthand the perfectly orchestrated variety 
of curated offerings for this season.

Welcome to the new Strings.

Yuh Akima, General Manager

プレリュード

2020年の幕開けです。

この季節に奏でられる美しい琴の調べは、新たな

年のはじまりを優雅に彩ります。

繊細で華やか、そしてしなやかに響きわたる琴の

音色は、私たちホテルが目指す姿です。

改装を経て、ホテル初のクラブインターコンチネン

タルラウンジやレストラン「ザ・スコア・ダイニング」

がオープンし、バーではライブミュージックに身を

ゆだね、あたたかさに満ちた上質な時間をお過ご

しいただけるようになりました。最旬のオファーと

ともに、音を奏でるようなサービスや空間をお楽し

みください。

新生ストリングスへようこそ。

総支配人　秋間 友

Tokyo, personally orchestrated.

一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色



OU R C OM POSE R S AT 
T H E S C OR E DI N I NG

T H E S C OR E DI N I NG I N FOR M AT ION

総料理長

オリヴィエ・ロドリゲス 

Olivier Rodriguez
Executive Chef

エグゼクティブペストリーシェフ

鈴木 崇志 

Takashi Suzuki
Executive Pastry Chef

ヘッドバーテンダー

高橋 司 

Tsukasa Takahashi
Head Bartender

イタリアングリル「メロディア」
Melodia Italian Grill

活気あふれるオープンキッチンのイタリアンレストラ
ン。自家製パスタやグリル料理をご用意しています。

Our open kitchen Italian restaurant serving 
homemade pasta, grill, and international wines.

鉄板焼「風音」
Kazane Teppanyaki

職人の技を目の前で堪能しながら、選び抜いた銘柄
牛と山の幸、海の幸を楽しめる鉄板焼レストラン。

Delectable teppan dishes utilizing premium 
quality produce with a sense of the seasons.

中国料理「チャイナシャドー」
China Shadow

王道のチャイニーズをベースにモダンな食材やエッセ
ンスを掛け合わせた中国料理。繊細な点心も人気。

Offering distinctive Chinese cuisine including 
delicate dim sum in an elegant atmosphere.

カフェ&バー「リュトモス」
Rhythmos Cafe and Bar 

洗練美あふれる空間で、独創的なカクテルやアフタ
ヌーンティー、ライブミュージックを。

Feel welcomed in our lounge, featuring exquisite 
cocktails, Afternoon Tea and live entertainment.

ご宿泊ゲスト限定特典 
Staying Guests Offer

レストランにてドリンクセレクションよりお好きな
ワンドリンクをお楽しみください
Enjoy a complimentary selected drink at any of the 
restaurants.

• ご来店時、こちらのMusic Bookをご提示ください。 
• 本特典はご宿泊ゲスト限定となり、 
 お食事をご注文でのご利用が対象となります。 
• 他特典との併用はできません。

• Please bring this Music Book with you to be eligible. 
• Staying guests offer is available for staying guests and  
 applicable only with food orders. 
• No other coupons may be used with this offer.

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/dine?updatelang=yes


Strawberry Tiramisu

Introducing a unique new Tiramisu with a 
strawberry twist – for a limited period, the 
Melodia’s signature dessert has a seasonal 
flavor. Make sure to capture its “applause” 
entertainment.

メロディアのシグネチャーデザートであるティラミ

スに、旬のいちごを使った期間限定フレーバーが

登場。お料理の最後を締めくくるにふさわしい、拍

手喝采からインスピレーションを受けた演出もお

楽しみに。

ストロベリーティラミス

1月6日～3月31日   January 6 – March 31

¥2,300

ランチ・ディナータイムにて提供

Available during lunch and dinner time.

Breakfast: 6:30a.m. – 11:30am (L.O. 10:30a.m.)
Lunch: 11:30a.m. – 3:00p.m. (L.O. 2:30p.m.)
Dinner: 6:00p.m. – 10:00p.m. (L.O. 9:00p.m.)

表示料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。画像はイメージです。

Prices are subject to consumption tax and service charge. Images are samples only.

Shared Dining Experience Insieme

An exclusive shared dining experience, 
Insieme, “together” in Italian, is a perfect way 
to spend quality time with friends and family. 
Savor our array of Italian delicacies including 
appetizer board and signature grill to share, 
homemade pasta and decadent dessert. 

イタリア語で「一緒に」を意味する、イタリアの食

文化であるギャザリングスタイルのコース。季節の

アンティパスティ、プリミピアッティ、メインディッ

シュ、そしてデザートと、抑揚のある豊かな一曲の

ように、多彩なメロディーをお愉しみいただけます。

シェアリングディナー「インシエメ｣

通年ディナータイムにて提供  Offered throughout the year during dinner time

2名さまより承ります  Available from 2 guests

¥8,000

詳細はこちら

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/melodia-insieme
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/strawberrytiramisu


Dinner Course “Kazane”Dinner Course “Chord”

Indulge in our premium dinner course 
‘Kazane’, meaning the sound of wind. The 
freshest produce from land and sea – including 
lobster, abalone and the finest Japanese beef – 
will be served, while you enjoy the masterful 
culinary performance of our seasoned chefs.The motifs of Chord underpin a “new jour-

neys, new discoveries” theme throughout 
this dining experience. Savor Chef’s playful 
and innovative Cantonese cuisines with a 
Japanese twist, while overlooking magnifi-
cent vistas of Tokyo.

職人の技を目の前で堪能しながら、選び抜いた銘

柄牛と山の幸、海の幸を楽しめる鉄板焼「風音」

の店の名がついた究極のディナーコース。極上の

食材を心ゆくまで味わえる、口福なひとときをお過

ごしください。

和音をモチーフに「新たな発見、新たなジャー

ニー」がテーマのコース。眼下に広がる東京の眺望

を楽しみながら、シェフの遊び心あふれる深化し

た広東料理を斬新なプレゼンテーションでお届け

するお料理の数々をご堪能ください。

｢風音」ディナーコース｢和音」ディナーコース

New Year’s Group Offer

Celebrate the New Year season with friends 
and families over seasonal Chinese delights 
- true imperial dining in an elegant space.

新年の幕開けは、エレガントな空間で気のおけな

い仲間と旬食材で彩るチャイニーズディナーを。

期間限定パーティープラン

1・2月ディナータイム限定   

Dinner time in January and February only

¥8,888

2名さまより承ります  Available from 2 guests

Lunch: 11:30a.m. – 3:00p.m. (L.O. 2:30p.m.)
Dinner: 6:00p.m. – 10:00p.m. (L.O. 9:00p.m.)

表示料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。画像はイメージです。

Prices are subject to consumption tax and service charge. Images are samples only.

Lunch: 11:30a.m. – 3:00p.m. (L.O. 2:30p.m.)
Dinner: 6:00p.m. – 10:00p.m. (L.O. 9:00p.m.)

表示料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。画像はイメージです。

Prices are subject to consumption tax and service charge. Images are samples only.

通年ディナータイムにて提供 

Offered throughout the year during dinner time

¥20,000

通年ディナータイムにて提供 

Offered throughout the year during dinner time

¥13,000
詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/china-shadow-chord
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/chinashadow-janfebpartyplan
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/dinner-course-kazane-teppanyaki


Japan’s famous ichigo strawberries are back 
in season, and The Strings is celebrating 
with our signature Afternoon Tea and The 
Strings Parfait. Indulge and enjoy the color-
ful array of strawberry desserts.

旬の苺を使った至福のスイーツコレクションが登場。

苺づくしのアフタヌーンティーはティーセレクショ

ンとともに優雅なひとときをお過ごしいただけます。

王者の風格さえ漂う“キング”と“クイーン”の名を

冠したパフェは、ぜひふたりでシェアリングを。

ストロベリーアフタヌーンティー

Strawberry Afternoon Tea

¥4,800

ストリングス・パフェ“いちごキング”、“いちごクイーン”

Strings Parfait “Ichigo King” and “Ichigo Queen”

各¥2,800 each

“デュオ・パフェ”セット（パフェ2種と選べるドリンク）

“Duo Parfait” set (2 parfait and selected drinks)

¥5,500

ともに2月29日まで提供  Both available till February 29

Rhythmos is a hidden gem; a welcoming 
and intimate environment enhanced by 
soft stringed live music in the evenings, 
it is the perfect place to enjoy our expert-
ly crafted cocktails. Our Head Bartender 
Tsukasa Takahashi’s first creation in 2020, 
“Brand New Year” is a celebratory cocktail 
featuring sparkling Sake. The refreshing 
combination of sake and strawberry with 
a fresh aroma of yuzu is the perfect way 
to welcome the year ahead. During the 
Valentine’s season, melt her heart with 
the divine “Exotic Chocolate,” a cocktail 
made with homemade spiced chocolate and 
Woodford Reserve.

ギリシャ語で“リズム”という名のカフェ&バー

「リュトモス」。毎週火～土曜日の夜にはライブ

ミュージックが響き渡り、極上のカクテルをご堪

能いただける大人の空間です。新年を祝うカクテ

ル“Brand New Year”は、日本酒スパークリン

グをベースに、イチゴの爽やかな味わいと柚子の

フレッシュな香りを愉しむ一品。バレンタインシー

ズンには、自家製スパイスチョコレートにウイス

キーをペアリングした、甘美なカクテル“Exotic 

Chocolate”を。

Tea: 6:30a.m. – 5:00p.m.
Afternoon Tea: 2:00p.m. – 6:00p.m. (L.O. 4:30p.m.)
Bar: 5:00p.m. – 12:00p.m. (L.O. 11:30p.m.)

パフェ提供時間  Parfait available: 11:30a.m. – 9:00p.m.

表示料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。画像はイメージです。

Prices are subject to consumption tax and service charge. Images are samples only.

新春カクテル  Cocktail “Brand New Year”

1月1日～31日  January 1 – 31

バレンタインカクテル  Valentine’s cocktail “Exotic Chocolate”

2月1日～29日  February 1 – 29

ともに ¥2300 each

Ultimate Rhythm Strawberry Dessert Collection

リズムに身をゆだねる、艶やかな夜 いちごスイーツコレクション

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/rhythmos-seasonal-cocktails-janfeb
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/strawberryafternoontea
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/stringsparfait-ichigokingqueen


Winter Party Plan

New Wedding Menu

What better way to usher in the New Year 
with your family, friends or colleagues than 
over dinner, enjoying an array of seasonal 
delights? To help you ring in 2020, we are 
offering a specially crafted Winter Party 
Plan for your celebration.

Our newly composed menu for your wed-
ding reception, carefully designed by 
Executive Chef Olivier Rodriguez, begins 
this year. Your guests will savor a series of 
delectable French dishes with a Japanese 
twist, elegantly curated.

新年会などのお集まりにご利用いただける特典付き

立食パーティープランをご用意いたしました。品川

駅徒歩1分、ストリングスホテル東京インターコンチ

ネンタルにて「令和」はじめての冬の宴をお楽しみ

ください。30名さまから最大150名さままで承ります。

2020年よりウェディングメニューがアップデート。

総料理長 オリヴィエ・ロドリゲス監修のエレガント

なフレンチに和の要素を融合させたコースをはじ

めとする、美食家ゲストも納得のお料理内容でお

ふたりの大切な一日を創りあげます。

ウィンターパーティープラン

最新ウェディングメニュー

ウィンター パーティー プラン  Winter Party Plan

¥10,000 (税・サービス料込  Inclusive of tax and service charge) 

プレミアム パーティー プラン  Premium Party Plan

¥12,000 (税・サービス料込  Inclusive of tax and service charge)

お問い合わせ  For inquiries:

セールスオフィス Sales Office

03-5783-1120

corporate@intercontinental-strings.jp お問い合わせ  For inquiries:

ウェディングオフィス Wedding Office

03-5783-1256

画像はイメージです。 Images are samples only. 画像はイメージです。 Images are samples only.

2月28日まで　Available till February 28

詳細はこちら

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/winter-party-plan-20192020
https://intercontinental-strings.jp/jp/weddings


Club InterContinental

Club InterContinental is at the pinnacle 
of luxury, exclusivity, and personalized 
service. The premier accommodation cat-
egory of elegant rooms and suites is 
accompanied by a host of privileges that 
further elevate the hotel experience. Club 
InterContinental lounge on level 26 is avail-
able exclusively for guests staying in Club 
InterContinental rooms and suites. A place 
of sanctuary after a day exploring Tokyo or 
working, or simply a quiet place to work or 
meet.

ワンランク上の贅沢を味わいたい方は、クラブイン

ターコンチネンタルを。

特別な体験、パーソナライズされたサービスと細

部へのこだわりを体現し、“インターコンチネンタル

ライフ”をお届けします。ホテル26階に位置する専

用のクラブラウンジは、大都会のスカイビューと溶

け合う特等席。スイートルームを含むクラブカテゴ

リーの客室にお泊りになるゲストのみご利用いただ

ける、洗練とくつろぎの空間です。ご朝食やアフタ

ヌーンティー、イブニングカクテルのご用意をはじめ、

ゲスト一人ひとりのシーンに応じた、きめ細やかで

パーソナルなサービスをお約束します。

クラブインターコンチネンタル

画像はイメージです。 Images are samples only.

ご予約・お問い合わせ  For reservations and inquiries:

www.intercontinental-strings.jp

03-5783-1111

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/club-intercontinental?updatelang=yes


ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

東京都港区港南2-16-1 品川イーストワンタワー 26F–32F

Shinagawa East One Tower, 2-16-1 Konan, Minato-ku, Tokyo 108-8282, Japan

(0)3 5783 1111  |  book@intercontinental-strings.jp  |  www.intercontinental-strings.jp


