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A NEW Y E A R . A NEW MELODY BEGINS.

2021年の幕開けです。
皆さまのご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

新春を彩るオファーとともに、
音を奏でるようなサービスや空間をお楽しみください。

Celebrate 2021 with our special 
New Year curated offerings at The Strings.

Offering a Safe and Clean Environment

The well-being of our guests and our team 
is our priority, and we remain diligent in our 
commitment to provide a safe and harmonious 
environment for all who enter our doors. We 
sincerely appreciate your understanding and 
cooperation.

ブッフェ料理の
形態変更

Individual servings 
at buffet

今般の新型コロナウイルスによる感 染 症予防

として、ゲストの 皆 さまならびに 従 業 員の 健

康と安 全を第一に考え、安心してご 利 用いた

だけるよう、様々な対策に取り組んでおります。 

皆さまのご理解、ご協力をお願いいたします。

安心してご来館いただくために

テーブル・椅子の消毒
Disinfecting tables 

& chairs

客室における
衛生管理

Guest room 
disinfection

体温測定に
ご協力ください

Temperature check

マスクの着用を
お願いします

Wear face coverings

定期消毒の強化
Strengthen hygiene 

control

ソーシャル
ディスタンスを保つ

座席配置
Table spacing

手指消毒を
お願いします

Sanitize your hands

Tokyo, personally orchestrated.

一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色

Click for details

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


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

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.

Breakfast: 06:30 – 11:30 (L.O. 11:00)
Lunch: 11:30 – 15:00 (L.O. 14:30)
Dinner: 18:00 – 22:00 (L.O. 21:00)

Lunch: 11:30 – 15:00 (L.O. 14:30)
Tea: 14:30 – 18:00 (L.O. 16:30)
Dinner: 18:00 – 21:00 (L.O. 20:00)

Lunch: 12:00 – 15:00 (L.O. 14:30)
Dinner: 17:30 – 20:30 (L.O. 20:00)

Tea: 06:30 – 17:00
Strings Parfait: 11:30 – 21:00 (L.O.)
Afternoon Tea: 14:00 – 18:00 (L.O. 16:30)
Bar: 17:00 – 24:00 (L.O. 23:30)

Enjoy an array of delectable delicacies with 
your loved ones in the comfort of your own 
home through our Strings TO GO takeout 
menus. Our new additions include dinner 
sets, birthday cakes, and afternoon tea for 
your special occasions.

ご自宅やオフィスでお楽しみいただける、予約制の

テイクアウトメニュー「ストリングス TO GO」。新

たにディナーセットをはじめ、アフタヌーンティー

やお誕生日ケーキなど、ホームパーティーをスタイ

リッシュに演出するアイテムが仲間入り。ホテルメイ

ドの味で素敵なおうち時間を。

テイクアウト「ストリングス TO GO｣

STRINGS TO GO

Click for details

Click for details

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


スポットライトを浴び、煌めくドレスを纏ったセレ

ブリティが集う、豪華絢爛なレッドカーペットから

着想を得た、“フルーツのスター”ともいわれる苺

づくしのエレガントなアフタヌーンティー。客室や

ディナー、テイクアウトで楽しめるプランも。

Indulge in our red carpet glamor parade, 
strawberry style. Our  ichigo  strawberry af-
ternoon tea collection this season steals the 
spotlight through uniquely elegant sweets 
and savories.

STRAWBERRY 
RED CARPET 

AFTERNOON TEA

いちごレッドカーペット
アフタヌーンティー

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/strawberry-redcarpet-afternoontea


黒トリュフの鉄板焼ディナー「ブラックダイアモンド｣

BLACK DIAMOND 
TEPPANYAKI DINNER

Heaven on a plate. Kazane Teppanyaki 
invites guests to a limited edition the aro-
matic delights of truffles, otherwise known 
as the “black diamond”. A fully immersive 
five-course menu featuring seasonal black 
diamonds in every dish.

類まれなる豊潤な香り、そして希少価値の高さか

ら、“黒いダイアモンド”とも呼ばれる黒トリュフを

すべてのメニューに使用した鉄板焼ディナーコー

ス。エクスクルーシブな空間にて、贅を尽くした珠

玉のディナーコースをお楽しみください。

中国料理「チャイナシャドー」で人気メニューのひ

とつ、丁寧につくりあげる繊細なディムサム（「飲

茶」の意）と苺スイーツをご堪能いただけるコース。

シャンパーニュフリーフロー付きのプランもご用意

しています。26階から望む圧巻のシティービューと

ともに、リュクスな昼下がりを。

Experience an exquisite dim sum course 
with uniquely prepared strawberry Chinese 
desserts at China Shadow while overlooking 
magnificent vistas of Tokyo. Unwind over 
midday delights paired with unlimited re-
fills of Champagne.

STRAWBERRY DIM SUM 
AFTERNOON

飲茶コース「苺 ディムサム アフタヌーン」

Click for details Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/ichigo-dimsum
https://intercontinental-strings.jp/offers/teppanyaki-blackdiamond


イタリア語で“生き生きとした”という意味をもつ

「ヴィヴァーチェ」。旬食材で彩る同コースでは、選

べるメインのほか、色鮮やかなアンティパスティと愛

らしい苺デザートをお好きなだけどうぞ。安心・安

全な環境にてランチブッフェをお楽しみください。

Vivace means ‘lively’ in Italian. Begin your 
Vivace lunch journey with an antipasti buf-
fet, followed by your choice of main dish from 
our Italian grill selection. Our decadent des-
sert buffet boasting strawberry treats will 
perfectly complete your experience.

STRAWBERRY 
TWISTED VIVACE

苺デザートブッフェも登場 
「ヴィヴァーチェ」ランチ

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/melodia-strawberry-vivace


新春を寿ぐカクテル

CELEBRATORY 
NEW YEAR’S 
COCKTAILS

新年の幕開けには日本を感じる一杯を。お正月の

縁起物がテーマの「ラッキーチャーム」は、自家製

のみかん米焼酎がベースの爽やかな味わいのカク

テル。甘美なチョコレートベリーのスモークがバレ

ンタインを盛り上げる「チェリッシュ」は、牛蒡にホ

ワイトチョコレートや豆乳をペアリングさせた、愛

する人への思いやりが溢れる一品です。

Welcome the New Year with celebratory 
Japan-inspired cocktails. ‘Lucky Charms’, 
inspired by Japanese lucky items for New 
Year, features homemade Japanese citrus 
infused rice shochu. An aromatic chocolate 
berry smoking cocktail ‘Cherish’ will melt 
her heart during the Valentine’s season.

苺ラバーに贈る、華やかで美しいストリングス・パ

フェが復活。王者の風格さえ漂う“キング”と“ク

イーン”の名を冠した、苺を存分にご堪能いただ

ける、新たな一年のスタートにふさわしいパフェ。

ぜひふたりでシェアリングを。

あの苺パフェが復活「いちごキング&クイーン｣

OUR STRAWBERRY 
PARFAITS

Our ‘King and Queen’ Strings Parfaits 
return for this season featuring Japan’s fa-
mous ichigo strawberries, all made with care 
and the highest craftsmanship. Our Duo 
package is available for parfait lovers.

Click for details

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/ichigo-king-queen-2021
https://intercontinental-strings.jp/offers/seasonal-cocktails-janfeb2021


スプリングパーティープラン

SPRING PARTY PLAN

Our uniquely tailored party plans can be 
applied to a range of special functions for 
spring. Located right next to Shinagawa 
Station, our room set up and configured to 
allow for physical distancing. Available from 
20 guests up to 40 guests.

歓送迎会などの春のお集まりに、特典付き立食

パーティープランを用意しております。品川駅直

結、ソーシャルディスタンスに配慮したレイアウトで、

華やかな門出のお祝いを演出いたします。20名さ

まから最大40名さままで承ります。

ランチタイム特別プラン  Spring Lunch Special Offer

¥9,000 (税・サービス料込 Inclusive of tax and service charge)

スプリング セレブレーション プラン  Spring Celebration Offer

¥11,000 (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

2月1日～4月28日まで　February 1 till April 28

平日夜のみ開店するポップアップレストラン。しっ

とりと落ち着いた空間にて、“秘密のディナー”と

いう名のスペシャルコースをどうぞ。総料理長 オリ

ヴィエ・ロドリゲス監修、大人の美食家にふさわし

い、エレガントなフレンチをお楽しみください。

Dîner Secret (‘Secret Dinner’ in English) 
is an exclusive French pop-up restaurant, 
opening its doors on weekday nights only. 
Savor an elegant contemporary French 
dinner, curated by Executive Chef Olivier 
Rodriguez.

DÎNER SECRET 
POP-UP RESTAURANT

秘密のポップアップフレンチ「ディネ・スクレ｣

Click for detailsClick for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/spring-party-2021
https://intercontinental-strings.jp/offers/diner-secret


CLUB INTERCONTINENTAL

Club InterContinental is at the pinnacle 
of luxury, exclusivity, and personalized 
service. The lounge on level 26 is availa-
ble 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。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

室にお泊りのゲストのみ利用可能な優美な空間で

す。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

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

book@intercontinental-strings.jp

03-5783-1111

A WEDDING CEREMONY IN THE SKY

地上110メートル、東京の大パノラマが広がるチャ

ペル「ソナー」は、エレガントな白とウッドのナチュ

ラルさ、そして都心の空とのコントラストが印象的

です。空へと導く白いバージンロードが浮かび上

がる格調高い空間にて、羨望のヒロインに。

絶景チャペルで叶える最上ウェディング

お問い合わせ  For inquiries:

ウェディングオフィス  Wedding Office

03-5783-1256

Elevated high above the city, Sonor, our 
chapel is a picture-perfect setting for cele-
brations of the heart. This elegant pavilion 
is where couples can exchange their vows in 
an intimate ceremony performed before an 
audience of loved ones.

Click for detailsClick for details

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


苺デザートブッフェも登場 「ヴィヴァーチェ」ランチ

STRAWBERRY TWISTED VIVACE

2021年5月31日まで　ランチタイムにて提供

Offered until May 31, 2021 during lunch time

¥5,800、お子さま（小学生、6–12 years old）¥2,900

表示料金は特別表記がない限り1名さま分の料金で、消費税とサービス料を別途申し受けます。

All prices are for one person and subject to consumption tax and service charge otherwise specified.

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” & “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

すべて2月28日まで提供  All available until February 28

新春カクテルコレクション

NEW YEAR COCKTAIL COLLECTION

‘ラッキーチャーム’  ‘Lucky Charms’

‘チェリッシュ’  ‘Cherish’

1月1日～2月28日　バータイムにて提供

Offered January 1 – February 28 during bar time

各¥2,100 each

秘密のポップアップフレンチ「ディネ・スクレ｣

DÎNER SECRET POP-UP RESTAURANT

平日限定、ディナータイムにて提供 

Offered weekdays only during dinner time

¥17,000、ワインペアリング with wine pairing ¥9,000

2名さまより承ります。 Available from 2 guests

黒トリュフの鉄板焼ディナー「ブラックダイアモンド」

BLACK DIAMOND TEPPANYAKI DINNER

1月7日～3月6日　ディナータイムにて提供

Offered January 7 – March 6 during dinner time

¥22,000

SE A SONA L OF F E R DI R EC TOR Y

January & 
February
SEASONAL 
OFFERS

掲載情報につきましては今後の情勢により予告なく変更となる場合がございます。 
最新情報は公式サイトまたはお電話（03-5783-1111）にてご確認をお願いいたします。

Please note that the information in this booklet is subject to change without prior notice 
due to the dynamic nature of the current situation. 
Please visit our official website or call us for updated information.

飲茶コース「苺 ディムサム アフタヌーン」

STRAWBERRY DIM SUM AFTERNOON

1月6日～5月6日　ランチ・ティータイムにて提供

Offered January 6 – May 6 during lunch and tea time

¥5,500、¥7,500（シャンパーニュフリーフロー付 

with Champagne free-flow)

いちごレッドカーペット・アフタヌーンティー

STRAWBERRY RED CARPET AFTERNOON TEA

¥5,000

ナイト・いちごレッドカーペット・アフタヌーンティー

(トリュフ風味フライドポテト付 with truffle fries)

NIGHT STRAWBERRY RED CARPET AFTERNOON TEA

¥6,500、¥7,500（シャンパーニュフリーフロー付  

with Champagne free-flow)

ディナー「インシエメ」& いちごレッドカーペット・

アフタヌーンティー

INSIEME DINNER & STRAWBERRY RED CARPET 

AFTERNOON TEA

¥9,000

2名さまより承ります。 Available from 2 guests

宿泊プランSTAY ＆ いちごレッドカーペット・アフタヌーンティー

STAY & STRAWBERRY RED CARPET AFTERNOON TEA

プレミアルーム Premier Room

¥51,000～（1泊1室2名さま、税・サービス料込

1 night for 2 guests, inclusive of tax and service charge）

12月26日～2月28日  Offered December 26 – February 28期間限定でホテル内3つのレストランにて

バレンタインオファーをご用意しております。

大切な方とのロマンティックなひとときを

お過ごしください。

CELEBRATE VALENTINE’S
AT THE HOTEL

ホテルで楽しむバレンタイン

Click for details

intercontinental-strings.jp/offers

https://intercontinental-strings.jp/offers/celebrate-valentines-2021
https://intercontinental-strings.jp/offers/dining-promotions


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

掲載情報につきましては今後の情勢により予告なく変更となる場合がございます。

最新情報は公式サイトまたはお電話にてご確認をお願いいたします。

Please note that the information in this booklet is subject to change without prior notice due to the dynamic nature 

of the current situation. Please visit our official website or call us for updated information.

画像はイメージです。 Images are samples only.

Follow us on social media

ストリングスホテル東京


