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E A R LY SUMMER INDULGENCE

光に満ちた新緑の季節に楽しむ、 
心躍るオファーをお届けします。

Discover the early summer offers filled with  
joy and excitement.

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


総料理長

オリヴィエ・ロドリゲス
Olivier Rodriguez

Executive Chef

ヘッドバーテンダー

高橋 司
Tsukasa Takahashi

Head Bartender

エグゼクティブペストリーシェフ

長田 学
Gaku Osada

Executive Pastry Chef

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



中国料理「チャイナシャドー｣
料理長

安藤 秀和
Hidekazu Ando

Head Chef
China Shadow

鉄板焼「風音｣
料理長

瀧澤 経
Osamu Takizawa

Head Chef
Kazane Teppanyaki

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

イタリアングリル「メロディア｣
料理長

山本 健太郎
Kentaro Yamamoto

Head Chef
Melodia Italian Grill



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


初夏の果実をたっぷり使った煌めく 
ジュエリーのようなアフタヌーンティー。

Our new afternoon tea bursting with 
sparkly gem-like sweets and savories.

SUMMER JEWELS 
AFTERNOON TEA

サマージュエル・アフタヌーンティー

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/summerjewels-afternoontea


和音がモチーフのシェフの遊び心あふ
れる広東料理を絶景とともに。

Savor Chef’s playful and innovative 
Cantonese cuisine with a Japanese 
twist.

CHORD DINNER 
COURSE

｢和音」ディナーコース

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/china-shadow-chord


夏の飲茶コース「ディムサム アフタヌーン｣

TROPICAL DIM SUM
AFTERNOON

繊細な飲茶とマンゴースイーツで 
織りなすリュクスな昼下がり。

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

詳細はこちら

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


FROM YAMAGATA
WITH LOVE

鉄板焼「風音」では山形牛を期間限定でフィーチャー。
山形の銘酒やワイン、カクテルもラインナップ。

An immersive Teppanyaki experience of globally-
acclaimed Yamagata beef. Yamagata sake & wine, 

and a special cocktail also available.

山形の魅力を知る鉄板焼コース

詳細はこちら

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


苺の食べ納めは人気のストロベリーランチで。

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


さまざまなお肉料理とフリーフローで
エネルギーチャージを。

Enjoy a much anticipated dinner gathering over a 
sumptuous grill fare with free-flow.

お肉づくしのフリーフロー「ミート(MEAT)・ザ・サマー｣

MEAT THE SUMMER

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/meat-the-summer


｢ストリングス・パフェ」初夏のフレーバー

STRINGS PARFAITS FOR 
EARLY SUMMER

エクアドル産アリバ種のカカオ豆と旬を 
迎える国産メロンのパフェが登場。

Get a burst of early summer flavor with our Strings 
Parfaits’ melon and decadent chocolate.

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/stringsparfait-mayjun2021


想像力をかきたてる初夏のカクテルに
魅せられて。

Experience that early summer 
feeling through our uniquely 
crafted cocktails.

UP, UP AND AWAY

驚きに満ちた初夏のカクテル

詳細はこちら

https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/cocktails-mayjun2021


WITHコロナ時代のミーティングパッケージ

SOCIAL DISTANCING 
MEETING PACKAGE

ホテル開業18周年を記念したスペシャルプライスを提供中。

The Strings now offers meeting packages in the new norm. 
Anniversary offer now available.

詳細はこちら

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


夜景が広がる、完全プライベートな客室にて 
ドラマティックなプロポーズを。

Plan an unforgettable marriage proposal with 
stunning panoramic views from our guest room.

JUST SAY YES
プロポーズプラン「Just Say Yes｣

詳細はこちら

https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=9&lang=ja-JP&smp_id=2626


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」にて、羨望のヒロインに。

Elevated high above the city, Sonor, our chapel is a 
picture-perfect setting for celebrations of the heart.

絶景チャペルで叶える最上ウェディング

A WEDDING CEREMONY 
IN THE SKY

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.

6月までの期間限定「カデンツァ・ラウンジ｣

CADENZA LOUNGE

詳細はこちら

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


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

