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SPR ING AWA K ENING

希望に満ちた春へと誘う、心躍るオファーをお届けします。

Discover our seasonal offers brimming with 
vibrancy and optimism.

Tokyo, personally orchestrated.

一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色



Offering a Safe and Clean Environment

ブッフェ料理の形態変更
Individual servings at buffet

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

詳細はこちら

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


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

詳細はこちら

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


テイクアウト「ストリングス TO GO｣

STRINGS TO GO

詳細はこちら

ホテルメイドの逸品でおうち時間を華やかに。
デリバリーも承ります。

Enjoy an array of delectable delicacies in the 
comfort of your own home. Delivery now available. 

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/strings-takeout


ご卒入祝いやお誕生日のお祝いなど、
ご家族のお集まりには個室をリザーブ。

Host your next celebration in one of our private din-
ing rooms with exceptional, personalized service.

お子さま連れも安心のプライベートダイニング

PRIVATE DINING 
EXPERIENCE

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/dine/private-dining


苺と桜のスイーツ&セイボリーで彩る
麗らかな春のティータイム。

Enjoy our new afternoon tea with 
Sakura’s iconic pink hues, bursting 
with strawberries.

SAKURA 
STRAWBERRY 
AFTERNOON TEA

桜いちごアフタヌーンティー

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/sakura-ichigo-afternoontea


絶景とともに愉しむ春色チャイニーズ。

Savor our popular Chord dinner 
course inspired by Sakura this spring.

CHORD DINNER 
COURSE SAKURA 
STYLE

｢和音 SAKURAスタイル」
ディナーコース

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/chinashadow-waon-sakura


飲茶コース「苺 ディムサム アフタヌーン｣

STRAWBERRY DIM SUM 
AFTERNOON

繊細な飲茶と苺スイーツで織りなすリュクスな昼下がり。

An exquisite dim sum course with uniquely crafted 
strawberry Chinese desserts.

詳細はこちら

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


“黒いダイアモンド”と呼ばれる黒トリュフを
すべてのメニューに使った鉄板焼コース。

A fully immersive five-course menu featuring 
seasonal black diamonds in every dish.

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

詳細はこちら

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


滋味あふれる春イタリアンとカクテルのペアリング。

Uniquely crafted cocktails matched to our Italian 
cuisine which all celebrate the season of spring.

COCKTAIL 
PAIRING DINNER 
ARPEGGIO

カクテルペアリングディナー
｢アルペジオ｣

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/arpeggio-spg-2021


人気のストロベリーランチのメニューがアップデート。

Your Vivace lunch journey with decadent antipasti 
and dessert buffet boasting strawberry treats.

苺づくしの「ヴィヴァーチェ」ランチ

STRAWBERRY 
TWISTED VIVACE

詳細はこちら

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


苺パフェ「春いちごキング&クイーン｣

OUR STRAWBERRY 
PARFAITS

苺パフェ“キング&クイーン”が今春も登場。 
桜色と春に芽吹く若葉のようなグリーンがテーマカラー。

Our popular Strings Parfait has a new Spring look. 
We present our Spring strawberry ‘King & Queen’.

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/spring-ichigo-parfait


日本の春景を表現した
オリジナルカクテル。

Refreshing spring cocktails to 
welcome the season in Japan.

SPRING 
COCKTAILS

春のカクテル

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/cocktails-marapr2021


WITHコロナ時代のミーティングパッケージ

SOCIAL DISTANCING 
MEETING PACKAGE

ソーシャルディスタンスに配慮したミーティングを。

The Strings now offers meeting packages 
in the new norm.

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/skyview-meeting-package


おふたりの大切な一日を、いつまでも
色褪せることのない写真に残して。

Exquisite wedding photography 
captures what you love and will 
become your precious memories of 
your special day to look back on.

PICTURE-
PERFECT 
MOMENTS

憧れのフォトスポット

詳細はこちら

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


最上階パノラマビューを独占、
自分のリズムで過ごすラウンジ。

Rediscover your rhythm in the sky.

｢カデンツァ・ラウンジ」誕生

NEW CADENZA 
LOUNGE

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/cadenzalounge


詳細はこちら

シナガワ・ロングステイ BY INTERCONTINENTAL

SHINAGAWA LONG STAY 
BY INTERCONTINENTAL

品川上空のホテルに住まう贅沢。
ホテル初の長期滞在プランが登場。

Our brand new exclusive offer for a month-long 
experience to live in the hotel.

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/shinagawa-longstay


CLUB INTERCONTINENTAL

クラブインターコンチネンタル

詳細はこちら

クラブインターコンチネンタルで体感する
ワンランク上の贅沢。

The pinnacle of luxury, exclusivity, 
and personalized service.

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  |  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

intercontinental-strings.jp

https://line.me/R/ti/p/@strings_ic
https://www.instagram.com/strings_ic/
https://twitter.com/STRINGSICTOKYO
https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO
https://intercontinental-strings.jp

