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Tokyo, personally orchestrated.

一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色

PR E LU DE

As I bask in sunshine as glorious 
summer returns to the city, I feel like 
listening to soothing Hawaiian music, 
featuring the Ukulele. The Hawaiian 
proverb “no rain, no rainbow” has 
been dearly loved by its people, and 
the phrase is still used to cheer up 
someone. We will get through this 
disruption together, aiming to see 
the beautiful rainbow one day. At The 
Strings, we have strengthened sanitary 
procedures to give our guests greater 
confidence to visit us. I am looking for-
ward to welcoming you soon with our 
summer offers.

Yuh Akima, General Manager

プレリュード

日差しもすっかり眩しくなり、ウクレレの音

色が心地良いハワイアンミュージックを聴き

たくなる季節です。ハワイには、「雨なくして、

虹はなし（No rain, no rainbow）」という

諺があります。辛い出来事があった時、人々

はこの言葉で励ますそうです。澄み切った空

にきれいな虹が架かる日まで、ご一緒に乗

り越えていきたいと強く願っています。スト

リングスでは安心してご来館いただけるよう、

館内の衛生強化に努めています。最旬のオ

ファーをご用意し、皆さまに笑顔でお会いで

きることを楽しみにしています。

総支配人　秋間 友

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

Click for details

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


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.

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.

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/dine


Chinois & Cocktails

Celebrate the summer with friends and col-
leagues over exquisite Chinese delicacies 
and uniquely curated free-flow cocktails and 
mocktails, overlooking the dazzling Tokyo’s 
skyline.

煌めく夜景が美しい空間で、開業から愛され続け

るチャイニーズとカクテルのフリーフローを味わう

期間限定オファー。お酒を飲まない方も楽しめる

モクテル（ノンアルコールカクテル）も充実のライ

ンナップで、大人の夏を盛り上げます。

シノワ&カクテル

Chinese Summer Noodles

夏の風物詩である喉ごし爽やかな冷やし麺と、刺

激的な辛みと旨みが広がるアツアツのヌードルが

登場。窓に広がる東京の景色とともにお楽しみく

ださい。

涼を彩るチャイニーズヌードル

Savor the flavors of popular seasonal 
Chinese noodles featuring seafood and 
summer vegetables to beat the heat.

8月31日まで　Available till August 31

アラカルトにて提供  Available as a la carte

Lunch: 11:30a.m. – 3:00p.m. (L.O. 2:30p.m.)
Tea: 2:30p.m. – 6:00p.m. (L.O. 4:30p.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。 Prices are subject to consumption tax and service charge.

Sunkissed Summer Vivace Lunch

‘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 summer fruit treats will 
perfectly complete your experience.

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」。選べるメインに、色鮮やかなア

ンティパスティと真夏の果実たっぷりのデザートを

お好きなだけどうぞ。ブッフェアイテムはすべて個々

盛りでご用意。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。

真夏の果実 × イタリアンランチ「ヴィヴァーチェ｣

8月31日まで　Available till August 31

¥5,500、お子さま（小学生、6-12 years old）¥2,750 

ランチタイムにて提供   

Offered during lunch time

Breakfast: 6:30a.m. – 11:30am (L.O. 11:00a.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。 Prices are subject to consumption tax and service charge.

7月1日～8月31日  ディナータイムにて提供

Offered July 1 – August 31 during dinner time

¥12,000

Click for details

Click for details

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/melodia-summervivace2020
https://intercontinental-strings.jp/offers/chinois-and-cocktails
https://intercontinental-strings.jp/offers/chinese-summer-noodles-2020


Feel the Hawaiian spirit and experience bliss-
ful moments this summer through our Aloha 
Afternoon Tea high above Tokyo. Indulge 
and enjoy the colorful array of tropical fruit 
treats and Hawaii's popular savories, meticu-
lously created with Aloha.

ハワイをテーマにした「アロハ・アフタヌーンティー」

では、都心にいながらバカンス気分を味わえる、トロ

ピカルフルーツをふんだんに使ったスイーツやハワイ

の人気フードを集結。ティーセレクションとともに、ア

ロハ・スピリットにあふれた癒しのスイーツタイムをお

届けします。

Aloha Afternoon Tea

アロハ・アフタヌーンティー

アロハ・アフタヌーンティー　

Aloha Afternoon Tea

¥4,800

ナイトアフタヌーンティー（シャンパー

ニュフリーフロー、トリュフ風味の

フライドポテト付）

Night Afternoon Tea (with 

Champagne free-flow and truffle fries)

¥7,000

7月1日～8月31日

Offered July 1 – August 31

表示料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。 

Prices are subject to consumption tax and service charge.

Celebrating its first anniversary, Strings 
Parfait comes in three flavors; mellow peach, 
shine muscat, and decadent chocolate ba-
nana with brandy, all made with care and the 
highest craftsmanship. Join us in this sum-
mer fest - our Duo or our first Trio Parfait 
package are available for parfait lovers.

今夏、デビュー一周年を迎えるストリングス・パフェ

は、珠玉のアニバーサリー・フレーバーをご用意。

昨年好評を博したピーチとシャインマスカットのほ

か、ブランデーと一緒に楽しむオトナ・チョコバナナ

の3種で、全種を味わう“トリオ・パフェ”セットも初

登場。一周年にふさわしい、パフェの夏祭りです。

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.

Strings Parfait First Anniversary

ストリングス・パフェ 一周年

ストリングス・パフェ  Strings Parfait

●  “ピーチ”、“シャインマスカット”　‘Peach’ and ‘Shine 

Muscat’ 各¥2,800 each  ●  “オトナ・チョコバナナ”　

‘Otona Chocolate Banana’  ¥2,300  ●  “デュオ・パフェ”

セット（選べるパフェ2種と2ドリンク） ‘Duo Parfait’ 

set (2 selected parfait and selected drinks)  ¥5,500  

●  “トリオ・パフェ”セット（パフェ全3種と3ドリンク）

‘Trio Parfait’ set (3 parfait and selected drinks)  ¥7,500

7月1日～8月31日  Offered July 1 – August 31

Click for detailsClick for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/stringsparfait-first-anniversary
https://intercontinental-strings.jp/offers/aloha-afternoontea


Kazane Dinner Course

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.

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。

｢風音」ディナーコース

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。 Prices are subject to consumption tax and service charge.

通年ディナータイムにて提供

Offered throughout the year during dinner time

¥18,000

Photogenic, refreshing cocktails wait for 
you during this sweltering season. July’s 
cocktail based with homemade kaffir lime 
Vodka is inspired by ephemeral morning 
dew and helps to cool down body heat. In 
August, get ahead of welcoming the begin-
ning of autumn, harvesting season, to savor 
the unique cocktail featuring fermented 
Japanese ingredients including soy sauce 
and miso with homemade banana-infused 
barley shochu.

フォトジェニックで涼しげなカクテルを相棒に、艶

やかな空間で大人のバータイムを。夏の朝に儚く映

る朝露をイメージした7月のカクテルは、火照った

身体をクールダウンしてくれそうな、ライムの爽や

かさが際立つアイテム。8月には、自家製のバナナ

麦焼酎をベースに醤油や味噌といった和の素材を

つかった、収穫祭がテーマのユニークなカクテル

がお目見えします。

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.

サマーカクテルコレクション  Summer Cocktail Collection

7月 July ‘Morning Dew～朝露～’

8月 August ‘Harvest ～収穫～’

ともに ¥2,100 each

Sizzling Summer Cocktails

夏の夜に愉しむカクテル

表示料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。 Prices are subject to consumption tax and service charge.

Click for details

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/teppanyaki-dinner-course-kazane
https://intercontinental-strings.jp/offers/summer-cocktails-2020


Summer Party PlanPrivate Dining Experience

Host summer festivities with friends or col-
leagues in a safe and clean environment. 
With the brightest of summer hues, our 
food’s juicy flavors complement the season’s 
balmy nights. All finger food delicacies are 
prepared in individual plates, carefully pro-
tected with cling wrap as a precautionary 
measure. Available from 20 guests.

The Strings is home to luxurious private 
and semi-private dining rooms, perfect 
for any event or celebration, from business 
meetings to birthday parties. Host your next 
event in one of our private dining rooms 
with exceptional personalized service.

品川駅直結、開放的なホテルの洗練空間にて夏

の宴を。暑気払いや納涼会などのお集まりにぴっ

たりな特典付きプランをご用意しております。お料

理はすべて個別のお皿に食品包装用ラップをして

ご提供。安心・安全な環境にてお楽しみください。

20名さまから承ります。

各種ご会食をはじめ、お誕生日会やご長寿祝いな

どのご家族のお集まりをはじめお顔合わせ、ご法

事など、さまざまにご利用いただけるプライベート

ダイニングルームをご用意しております。あらゆる

シーンで、優雅なひとときをお過ごしください。

サマーパーティープラン個室のご案内

サマーパーティープラン  Summer Party Plan

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

少人数のお集りに最適なセミプライベートルームから20名さま以上着席可能な 

スペースまで、幅広くご用意。詳しくはお気軽にお問い合わせください。

Our private dining options are flexible depending on the size of your party and 

the scope of your event. Please contact us for details.

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

ご予約・お問い合わせ   

For reservations and inquiries:

03-5783-1111

9月30日まで　Available until September 30

Click for details Click for details

https://intercontinental-strings.jp/dine/private-dining
https://intercontinental-strings.jp/offers/summer-party-plan


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 details Click for details

https://intercontinental-strings.jp/weddings
https://intercontinental-strings.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

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.


