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PR E LU DE

We begin to find signs of spring everywhere 
as we feel the warmth of the soft wind. 
Experience spring at The Strings, just as ba
roque maestro Antonio Vivaldi expressed 
through his masterpiece 'Spring'. His por
trayal of this joyful season moves your heart 
no matter how many times you listen to it. 
This time of year is also a season for new en
counters and farewells in Japan. The Strings 
delivers a variety of curated offerings tai
lored for spring gatherings with perfectly 
orchestrated service and culinary delights. 
I am looking forward to welcoming you to 
feel spring through firsthand immersive ex
periences at The Strings.

Yuh Akima, General Manager

プレリュード

やわらかい風に暖かさを感じ、春の兆しを至る 

ところで見つけるようになりました。

バロック音楽の巨匠 アントニオ・ヴィヴァルディ

は、喜びあふれるイタリアの春の情景を「四季」の

「春」で表現し、幾度聴いても心を動かされる名

曲を残しました。私たちホテルにおいても、共鳴

が生まれるような体験をゲストにご提供できれば

と願っています。またこのシーズンは、新たな出会

いや旅立ちの季節でもあります。ストリングスでは、

音を奏でるようなサービスと華やかなお料理で春

の集いを演出する最旬オファーをご用意しました。

生演奏が響きわたる上質な空間にて、春の訪れを

ご体感ください。

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
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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. 
• This offer is available exclusively for staying guests and  
 applicable only with food orders. 
• May not be used in conjunction with any other offer.

詳細はこちら

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


Strawberry Twisted Vivace

‘Vivace’ means ‘lively’ in Italian. Begin your 
Vivace lunch journey with an antipasti buf
fet, fol lowed by your choice of main dish from 
our Italian grill selection. Our decadent des
sert buffet boasting strawberry 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」。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お楽しみくださ

い。優雅でよくばりなランチタイムをお届けします。

苺デザートブッフェも登場 「ヴィヴァーチェ」ランチ

3月4日～5月31日  March 4 – May 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.)

Cocktail Pairing Dinner Arpeggio

Experience the collaboration between 
Executive Chef Olivier Rodriguez and Head 
Bartender Takahashi Tsukasa. Four elegant 
and uniquely crafted cocktails have been 
matched to our Italian cuisine which all cele
brate the season of spring. Join us to enjoy this 
perfect pairing.

総料理長 オリヴィエ・ロドリゲスとヘッドバーテン

ダー 高橋 司がタッグを組んだ、カクテルペアリン

グのコースが登場。滋味あふれる春の味覚をふん

だんにつかったイタリアンの数々に寄り添うのは、

エレガントでユニークなカクテル4種。イタリアンと

カクテルの競演をお楽しみください。

カクテルペアリングディナー「アルペジオ｣

3月4日～4月30日 ディナータイムにて提供 

Offered March 4 – April 30 during dinner time

¥12,000
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.

詳細はこちら

詳細はこちら

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


Lunch Course FugenChord Sakura Style

Lunch course ‘Fugen’ at our teppanyaki 
restaurant Kazane celebrates the best of 
Japanese cuisine. Our culinary masters 
enhance the natural flavors of the finest, 
carefully selected seasonal ingredients. 
Indulge and enjoy. 

Savor our popular ‘Chord’ dinner course in
spired by Sakura for this spring, overlooking 
the view of the dazzling Tokyo skyline.

職人の技を目の前で堪能しながら、選び抜いた銘

柄牛と山海の幸を楽しめる鉄板焼「風音」では、ラ

ンチタイム限定のコース「風絃（ふうげん）」を提供

いたします。極上の食材をお得にお楽しみいただけ

る、ちょっと贅沢なランチタイムをお過ごしください。

和の要素 が人気の「和音」ディナーコースを

SAKURAスタイルにアレンジした、オリジナリティ

溢れるチャイニーズがお目見え。窓に広がる東京

の絶景とともに桜づくしのコースをご堪能ください。

｢風絃」ランチ｢和音 SAKURAスタイル」コース

Champagne Dim Sum Afternoon

ひとつひとつ手作りしたディムサム(「点心」の意）

に、繊細でエレガントなシャンパンとして名高い

「デュヴァル=ルロワ」のフリーフロー付きのプラン

でリュクスな昼下がりを。

シャンパン ディムサム アフタヌーン

3月2日～4月19日 ディナータイムにて提供 

Offered March 2 – April 19 during dinner time 

¥13,000

Experience an exquisite dim sum course and 
unwind over midday delights paired with un
limited refills of Champagne Duval Leroy.

通年ランチ・ティータイムにて提供  

Offered throughout the year during lunch and tea time

2名さまより承ります  Available from 2 guests

¥6,500
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.

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.

通年ランチタイムにて提供 

Offered throughout the year during lunch time

¥5,000

詳細はこちら

詳細はこちら 詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/chinashadow-waon-sakura
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/champagne-dimsum-afternoon
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/kazane-lunch-fugen


桜いちごアフタヌーンティー

Sakura Ichigo Afternoon Tea

¥4,800

ナイトアフタヌーンティー（シャンパーニュのフリーフロー、

トリュフ風味フライドポテト付）

Night Afternoon Tea (with Champagne Free-flow and 

truffle fries)

¥7,000

ストリングス・パフェ　春いちごキング、春いちごクイーン

Strings Parfait - Spring Ichigo King and Spring 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 package (2 parfait and selected drinks) 

¥5,500

すべて4月30日まで提供  All available until April 30

Bringing cherry blossom viewing right to 
the table with an afternoon tea set bursting 
with Japan’s popular ichigo strawberries and 
Sakura’s iconic pink hue. Our popular Strings 
Parfait has a new Spring look  we present our 
Spring Ichigo ‘King & Queen’. Can't decide? 
Our Duo Parfait package is also available.

お皿の上でもお花見が楽しめる、苺と桜のスイーツで

彩るアフタヌーンティーは、春の訪れを告げるアイテム

を集結。春色のティータイムをお過ごしください。お

仕事帰りにはナイトアフタヌーンティーを。ストリング

ス・パフェは、春の“いちごキング&クイーン”のお出ま

しです。どちらも楽しめる“デュオ・パフェ”セットも。

‘The Breath of Spring’, an oriental tasting 
cocktail with a cherry blossom and chai tea 
base, expresses the joy of welcoming the 
longawaited spring and the Japanese spir
it of admiring cherry blossoms. Enjoy this 
expertly created cocktail after viewing the 
stunning Sakura Tokyo has to offer.

今季ご用意するのは、桜とチャイティーをベース

にしたオリエンタルな味わいのカクテル「The 

Breath of Spring（春の息吹）」。待ちわびた春

を迎える喜びや桜を愛でる和の心を表現しました。

夜桜デートのあとは春を感じるこのカクテルでほ

ろ酔いに。

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.

春のカクテル  

Cocktail ‘The Breath of Spring（春の息吹）’

3月1日～4月30日　バータイムにて提供

Offered March 1 – April 30 during bar time

¥2,100

Cocktail  The Breath of SpringSpring Calling

カクテル「The Breath of Spring（春の息吹）｣桜といちごの春スイーツ

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.

詳細はこちら

詳細はこちら

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/stringsparfait-spring-ichigokingandqueen
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/rhythmos-thebreathofspring
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/sakura-ichigo-afternoontea


Spring Party PlanPrivate Dining Experience

Our uniquely tailored party plans can be 
applied to a range of special events and func
tions, from thank you parties and graduation 
parties, to farewell and welcome gatherings. 
Located right next to Shinagawa Station, The 
Strings is the perfect place to orchestrate your 
event. Available from 20 up to 150 guests.

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

歓送迎会をはじめ、謝恩会や卒業パーティーなど

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が華

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150名さままで承ります。

歓送迎会の各種会食をはじめ、ご卒入祝いやお誕

生日会などのご家族のお祝いやご会食、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。

スプリングパーティープラン個室のご案内

ランチタイム特別プラン  Special Lunch Plan

¥8,000 (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 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

0357831120
corporate@intercontinental-strings.jp

ご予約・お問い合わせ   

For reservations and inquiries:

0357831111

4月28日まで　Available until April 28

詳細はこちら 詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/private-dining
https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/spring-party-plan-2020


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.

26階に位置する専用のクラブインターコンチネン

タルラウンジは、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

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

book@intercontinentalstrings.jp

0357831111

A wedding ceremony in the sky

Elevated high above the city, our new 
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.

地上110メートル、東京の大パノラマが広がる新

チャペルは、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。

新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

詳細はこちら 詳細はこちら

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

画像はイメージです。 Images are samples only.


