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PR E LU DE

With the arrival of the early summer’s fresh 
green leaves and the blue sky, I realized 
again that the season comes around even if 
one’s vision is not clear.
‘Piano Concerto No. 2’ composed by the 
great Russian musician Sergei Rachmaninoff 
is one of the finest pieces expressing the 
overcoming of hardships experienced in 
life, ending with a clear, hopeful outlook. 
Dramatic and beautiful melodies like this 
are filled with hope, and it will make you feel 
positive to move forward from darkness to a 
bright new world. By such a powerful tone, 
we know that we will be able to continuously 
create stories with personally orchestrated 
service and to offer a moment of respite at 
The Strings.

I am looking forward to welcoming you with 
our latest offers.

Yuh Akima, General Manager

プレリュード

初夏の鮮やかな新緑や突き抜けるような青空の下、

視界が晴れない状況においても季節はめぐりゆく

のだと改めて感じます。

ロシアの偉大な音楽家セルゲイ・ラフマニノフが紡

いだ「ピアノ協奏曲第2番」は、苦難を乗り越えた

彼の人生や想いそのものが溶け込んでいるような

屈指の名曲です。ドラマチックで美しい旋律は希

望に満ちあふれ、暗闇から光眩しい新しい世界へ

前進していけそうな、前向きな気持ちにさせてくれ

ます。そんな力強い音色のように、ストリングスで

は引き続き音を奏でるようなサービスや空間でス

トーリーを紡ぎ、少しでも心休まる時間をご提供

できればと願っています。最旬のオファーとともに、

皆さまのお越しを心よりお待ちしております。

早く穏やかな日常が戻ることを祈って。

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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Olivier Rodriguez
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Takashi Suzuki
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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


アフタヌーンティー・ジャーニー

Afternoon Tea Journey

¥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

ストリングス・パフェ “マンゴーフェス”、“ウルトラメロン”

Strings Parfait “Mango Fest” and “Ultra Melon”

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6月30日まで提供  All available till June 30

Savor the world on a plate through our 
‘Afternoon Tea Journey’ this season, cel-
ebrating delicacies inspired from around 
the globe. Get a burst of island flavor with 
our Strings Parfait’s mango and melon. 
Our Duo Parfait package is also available 
for parfait lovers.

GWや夏休みなど、遠出が難しい今年は、アフタ

ヌーンティーで世界を巡る旅に出かけましょう。エ

レガントな空間にて世界のスイーツ&セイボリーを。

ストリングス・パフェの新作はマンゴーとメロン。と

ろけるような甘美なひとときをお届けします。どちら

も楽しめる“デュオ・パフェ”も。

ギリシャ語で“リズム”という名の「リュトモス」。

今季には、ピクニック気分を楽しめるカクテル

“Botanical Garden”や雲に見立てた塩の泡がユ

ニークな夏野菜のデザートカクテル“夏雲”が登場

します。初夏にぴったりなモクテル（ノンアルコー

ルカクテル）2種もご用意。バータイムが待ち遠しく

なるラインナップです。

季節のカクテル  Seasonal Cocktails

5月 May  ‘Botanical Garden’  ¥2,100

6月 June  ‘夏雲 Summer Clouds’  ¥2,300

季節のモクテル  Seasonal Mocktails

‘クリア・コラーダ  Clear Colada’

‘Orchard Dawn～果樹園の夜明け～’

5月1日～6月30日  May 1 – June 30  ともに ¥1,600 each

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.

Cocktails & Mocktails in the Early Summer BreezeDreamy Dessert Journey

風薫るカクテル&モクテル優雅なるスイーツの旅へ

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.

Rhythmos, ‘Rhythm’ in Greek, is a hidden 
gem; a welcoming and intimate environment. 
For this season, uniquely curated cocktails 
such as May’s refreshing delight presented to 
you in a picnic basket and June’s perfect pair-
ing dessert cocktail inspired by summer clouds 
await for you to savor and share. Decadent sea-
sonal mocktails are also available.

Click for details Click for detailsClick for details Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/stringsparfait-melon-and-mango
https://intercontinental-strings.jp/offers/seasonal-mocktails-mayjune
https://intercontinental-strings.jp/offers/afternoontea-journey
https://intercontinental-strings.jp/offers/seasonal-cocktails-mayjune


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.

Chord Dinner Course

The motifs of Chord underpin a ‘new jour-
neys, new discoveries’ theme throughout this 
dining experience. Savor Chef’s playful and 
innovative Cantonese cuisine with a Japanese 
twist, while overlooking magnificent vistas of 
Tokyo.

和音をモチーフに「新たな発見、新たなジャー

ニー」がテーマのコース。今季には蟹肉と燕の巣を

湯葉で包んだ一品などが登場します。眼下に広が

る東京の眺望を楽しみながら、シェフの遊び心あ

ふれる深化した広東料理の数々をご堪能ください。

｢和音」ディナーコース

5月8日～6月30日  ディナータイムにて提供

Offered May 8 – June 30 during dinner time

2名さまより承ります  Available from 2 guests

¥13,000

Afternoon Champagne Dim Sum

Experience an exquisite dim sum course 
featuring fourteen homemade items includ-
ing traditional Xiaolongbao soup dumpling 
and mango pudding. Unwind over midday 
delights paired with unlimited refills of 
Duval Leroy Champagne. 

ひとつひとつ手作りしたディムサム（「点心」の意）

を14種ご堪能いただけるコースに、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」のフリーフローが付いた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

Click for details

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/dinner-course-chord
https://intercontinental-strings.jp/offers/champagne-dimsum-afternoon?updatelang=yes


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.

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

¥20,000

旬を迎えるメバルや鰯、枝豆などの食材をふんだ

んに使ったイタリアンを。コンテンポラリーながら

も温かみのある空間にて、やさしい味わいの初夏

の味覚をご堪能ください。

Strawberry Twisted Vivace

選べるメインに、アンティパスティと食べ納めの苺

デザートをお好きなだけお楽しみください。吹抜け

空間にて優雅なランチタイムを。

ストロベリーランチ「ヴィヴァーチェ」

5月12日～6月30日  May 12 – June 30

コース・アラカルトにて提供  Available as a la carte 

and course menu

Begin your ‘Vivace’ lunch journey with an an-
tipasti collection, followed by your preferred 
main dish. Our decadent strawberry treats 
will perfectly complete your experience.

5月31日まで  Till 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

Melodia Italian Grill presents a collection of 
new colorful dishes complete with refreshing 
flavors of seasonal ingredients from sardines 
to edamame, and many more.

Taste of Early Summer

初夏の一皿を愉しむ

Click for details

Click for details

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/teppanyaki-dinner-course-kazane
https://intercontinental-strings.jp/dine/melodia
https://intercontinental-strings.jp/offers/melodia-vivace


Meeting PackagesPrivate Dining Experience

A distinguished destination for busi-
ness events in Shinagawa, The Strings by 
InterContinental Tokyo delivers perfect 
moments for business gatherings and 
events, big or small. We offer half day or full 
day options for your convenience. 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.

眺望を存分に楽しめるスペースでミーティングを。

品川駅直結のエレガントなデザインの中に最新設

備を備えた会場で、ビジネスミーティングをはじめ

各種会議に最適な、ご利用時間やご人数に合わせ

た平日限定のミーティングパッケージをご用意して

おります。20名さまから承ります。

各種ご会食をはじめ、母の日・父の日やお誕生日会、

ご長寿祝いなどのご家族のお集まりやお顔合わせ、

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。

ミーティングパッケージ個室のご案内

ハーフデイ・ミーティング （4時間） /  ハーフデイ・ミーティング＆ランチ（4時間）

Half Day Meeting (4hrs)  /  Half Day Meeting with Lunch (4hrs)

¥10,000  /  ¥13,000

フルデイ・ミーティング＆ランチ（8時間）

Full Day Meeting with Lunch (8hrs)

¥17,000

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

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


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

Ultimate Night-time Wedding

Elegant sparkling city view wedding venues 
meet exceptional service for a Strings wedding 
that mirrors the sophisticated taste of the wed-
ding couple. Overlooking the dazzling night 
view of Tokyo, The Strings is the perfect back-
drop for celebrations of the heart.

ホテル26階、東京の大パノラマが広がるバンケッ

トは、洗練の中に宿る温かみがやすらぎと幸福を

もたらす場所。夜には大きな窓から見える、煌び

やかな光を放つロマンティックな夜景がおふたり

の門出を祝福します。

憧れのナイトウェディング

お問い合わせ  For inquiries:

ウェディングオフィス  Wedding Office

03-5783-1256

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.


