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November & December 2020

Tokyo, personally orchestrated.
一人ひとりのゲストに 奏でる、東 京という音 色

安心してご来 館いただくために

Offering a Safe and Clean Environment

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。

T H E S OU N D OF HOL I DA Y C H E E R
一年の中で最も胸が高鳴るホリデーシーズン。

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.

ストリングスで、大切な方と心に残る幸せな時間をお過ごしください。

Ring in the festive season with our special
winter offerings at The Strings.

定期消毒の強化

テーブル・椅子の消毒

ソーシャル

客室における

Strengthen hygiene
control

Disinfecting tables
& chairs

ディスタンスを保つ

衛生管理

形態変更

座席配置

Guest room
disinfection

Individual servings
at buffet

Table spacing

手指消毒を

マスクの着用を

体温測定に

お願いします

お願いします

ご協力ください

Sanitize your hands

Wear face coverings

Temperature check

Click for details

ブッフェ料理の

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

Click for details

ホテル初のクリスマステイクアウト

CHRISTMAS CAKES &
HOLIDAY TAKEOUT
イタリアングリル「メロディア｣

中国 料理「チャイナシャドー｣

Melodia Italian Grill

China Shadow

活気あふれるオープンキッチンのイタリアンレストラ

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。自家製パスタやグリル料理をご用意しています。

ンスを掛け合わせた中国料理。繊細な点心も人気。

Our open kitchen Italian restaurant serving
homemade pasta, grill, and international wines.

Offering distinctive Chinese cuisine including
delicate dim sum in an elegant atmosphere.

Breakfast: 06:30 – 11:30 (L.O. 11:00)

Lunch: 11:30 – 15:00 (L.O. 14:30)

Lunch: 11:30 – 15:00 (L.O. 14:30)

Tea: 14:30 – 18:00 (L.O. 16:30)

Dinner: 18:00 – 22:00 (L.O. 21:00)

Dinner: 18:00 – 21:00 (L.O. 20:00)

鉄 板 焼「風音｣

カフェ&バー「リュトモス｣

Kazane Teppanyaki

Rhythmos Cafe and Bar

職人の技を目の前で堪能しながら、選び抜いた銘柄

洗練美あふれる空間で、独創的なカクテルやアフタ

牛と山の幸、海の幸を楽しめる鉄板焼レストラン。

ヌーンティー、ライブミュージックを。

Delectable teppan dishes utilizing premium
quality produce with a sense of the seasons.

Feel welcomed in our lounge, featuring exquisite
cocktails, Afternoon Tea and live entertainment.

Lunch: 12:00 – 15:00 (L.O. 14:30)

Tea: 06:30 – 17:00

Dinner: 17:30 – 20:30 (L.O. 20:00)

Strings Parfait: 11:30 – 21:00 (L.O.)

おうち時間を華やかに彩るホテル初のクリスマス
テイクアウトが登場。雪降る聖夜を思わせる純白
の苺のショートケーキや人気のパフェ、ホームパー
ティーをスタイリッシュに演出する前菜やディナー

Indulge in Christmas delights galore from
The Strings’ first festive takeout collection.
Get in the holiday spirit with our Christmas
cakes and delicacies to enjoy with your
loved ones in the comfort of your home.

セットなど、ホテルメイドの味わいをご自宅でお楽
しみください。

Afternoon Tea: 14:00 – 18:00 (L.O. 16:30)
Bar: 17:00 – 24:00 (L.O. 23:30)

Click for details

ノエル・アフタヌーンティー
by ピエール・エルメ・パリ

NOËL
AFTERNOON
TEA BY PIERRE
HERMÉ PARIS
Click for details

ピエール・エルメ・パリとのコラボレーションアフ
タヌーンティーがクリスマスシーズンにもお目見え。
代表作「イスパハン」や本コラボレーション限定マ
カロンほか、憧れの洗練スイーツをご堪能くださ
い。ランチやディナーのセットプラン、客室にて楽
しめる宿泊プランもご用意します。

Join us for an exclusive collaboration with
Pierre Hermé Paris for afternoon tea this
holiday season. Enjoy a medley of delectable
and exquisite sweets and savories, including
the iconic Ispahan and The Strings select
macaron, meticulously created to satisfy
your sweet tooth.

ホリデー気 分を満喫！イタリアンランチ「ヴィヴァーチェ｣

FESTIVE DELIGHTS
VIVACE LUNCH

特等席で 楽しむイタリアングリル

CHEF’S TABLE
AT MELODIA
｢シェフズテーブル」とは、いわば特等席。厨房が見
える場所に用意されたシートで、シェフの説明を受
けながら特別メニューを味わえるスペシャルな空
間です。贅沢な一夜をご堪能ください。

With our Chef’s Table tasting experience,
dine at the private table in front of the bustling full-service kitchen. Melodia Italian
Grill features local and Italian ingredients.
Enjoy a series of creative, thoughtful offmenu dishes.

Click for details

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クリスマスデザートをお好きな
だけどうぞ。週末にはシェフのカービングステー
ションが登場。安心・安全な環境にてランチブッ

‘Vivace’ means ‘lively’ in Italian. Begin your
Vivace lunch journey with an antipasti buffet, followed by your choice of main dish
from our Italian grill selection. Our decadent dessert buffet boasting festive treats
will perfectly complete your experience.

フェをお楽しみください。

Click for details

上海蟹を贅沢に食 す

SAVOR THE FLAVOR
OF SHANGHAI CR AB

シノワ&カクテル

CHINOIS & COCKTAILS

中国料理「チャイナシャドー」では、上海蟹の旨味
を存分にご堪能いただけるディナーコースと気軽
にお楽しみいただけるアラカルトメニューをご用意
しました。旬を迎える上海蟹を優美な空間でゆっ
たりとお楽しみください。

The long-anticipated Shanghai Crab season
has arrived. For a limited time only, savor
this divine delicacy for a luxurious winter
feast at China Shadow.

Click for details

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

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

ンナップで、冬の宴を盛り上げます。

Click for details

河豚と黒毛 和牛の饗 宴「風 譜｣

FUGU MEETS
TEPPANYAKI K AZENOFU

きらめく冬パフェ

A DAZZLING
WINTER
PARFAIT
Click for details

鉄板焼「風音」では、美食家を惹きつける冬の味
覚・河豚を心ゆくまで味わえるディナーコースおよ
びアラカルトをご用意します。選び抜いた黒毛和
牛ほか極上の食材とともに、この時期ならではの
口福なひとときをお過ごしください。

Fugu, or puffer fish, is a marine delicacy
that has been enjoyed in Japan since ancient
times. Enjoy the playful culinary journey to
experience the fugu’s unique collaboration
teppanyaki style with the finest Japanese
beef.

オールホワイトにさりげない赤のアクセントカラー
で表現したこのストリングス・パフェには、希少性
の高いもみの木の蜂蜜を使ったジュレに、ライチ
やラズベリー、ホワイトチョコレートをペアリング。
エレガントな冬パフェで煌めきの時間を。

Click for details

Winter wonderland with a side of sparkle.
Our white-on-white parfait with a hint of
Christmas red at Rhythmos Cafe and Bar
will have you dreaming of snow regardless
of where you're spending the holidays.

ウィンターパーティープラン

WINTER PARTY PLAN
12 月1日～2 月26日まで December 1 till February 26
忘年会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、ストリングスにて冬の宴をお楽しみ
ください。ソーシャルディスタンスに配慮したレイ
アウトで、20名さまから最大40名さままで承ります。

Bid farewell to 2020 and raise a toast to 2021
with an epicurean feast at The Strings with
your family, friends or colleagues this winter. Room set up and configured to allow
for physical distancing. Available from 20
guests up to 40 guests.

心も体も温めるウィンターカクテル

WINTER COCKTAILS
TO COZY UP WITH
艶やかな空間で大人のバータイムを。肌寒い夜に
はホットカクテル「ウィンター・ウォーマー」で心も
体も温まりましょう。ベリーカラーのお洒落なドレ
スを纏った女性を表現したカクテル「クリスマス・
ファッショニスタ」は甘酸っぱいラズベリーの味わ
いが広がる、女性におすすめの一品です。

Cozy up with decadent seasonal cocktails on
chilly nights. Our warming cocktail ‘Winter
Warmer’ with consommé gives a mild flavor.
Get in the holiday spirit with the raspberry
cocktail ‘Christmas Fashionista’, inspired
by a chic lady in a festive color dress.

Click for details

ウィンター パーティー プラン Winter Party Plan

お問い合わせ For inquiries:

¥11,000 (税・サービス料込 Inclusive of tax and service charge)

セールスオフィス Sales Office

03-5783-1120
プレミアム パーティー プラン Premium Party Plan

Click for details

¥13,000 (税・サービス料込 Inclusive of tax and service charge)

corporate@intercontinental-strings.jp

憧れのナイトウェディング

ULTIMATE
NIGHT-TIME
WEDDING
Click for details

お問い合わせ For inquiries:

ウェディングオフィス Wedding Office

03-5783-1256

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

クラブインターコンチネンタル

CLUB INTERCONTINENTAL

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。
ワンランク上の贅沢を味わいたい方は、クラブイン

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

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。

Club InterContinental is at the pinnacle
of luxury, exclusivity, and personalized
service. The lounge on level 26 is available 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.

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

book@intercontinental-strings.jp
03-5783-1111
Click for details

SE A SONA L OF F ER DIR ECTORY

HOLIDAY
SEASONAL
OFFERS

ホリデー気分を満喫！イタリアンランチ「ヴィヴァーチェ」

ノエル・アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ

FESTIVE DELIGHTS VIVACE LUNCH

NOËL AFTERNOON TEA BY PIERRE HERMÉ PARIS

11月16日～12月25日 ランチタイムにて提供

¥5,300

Offered November 16 – December 25 during lunch time
平日 Weekdays ¥5,500、小学生、6–12 yrs old ¥2,750
土日祝 Sat/Sun/Nat Hols ¥6,500、小学生、6–12 yrs old ¥3,250
特等席で楽しむイタリアングリル

CHEF’S TABLE AT MELODIA
11月16日～1月29日 平日ディナータイム限定
Offered November 16 – January 29 during dinner time on
weekdays only
¥13,000 4名さまから8 名さままで承ります。
Available from 4 guests up to 8 guests

クリスマステイクアウトのご案内

ホテルで楽しむクリスマスディナー

CHRISTMAS
AT HOME

CHRISTMAS
AT THE HOTEL

ご予約：

12 月18日（金）～ 25日（金）の期間、ホテル内3

11月2日～ 公式サイトまたは

つのレストランにてクリスマスをお祝いするスペ

03-5783-1258（レストラン予約直通）

シャルディナーをご用意しております。大切な方

お引渡し：

12月4日～25日 13:00～20:30
※全商品、引渡し日の3日前までの要予約

Reservations start on November 2 for pick-up
available between December 4 and 25.

との心躍るひとときをお過ごしください。

Indulge in a luxurious Christmas dinner with
your loved ones from December 18 till 25 at
our restaurants.

PIERRE HERMÉ PARIS
¥5,800
ディナー「インシエメ」&ノエル・アフタヌーンティー by
ピエール・エルメ・パリ

INSIEME DINNER & NOËL AFTERNOON TEA BY
PIERRE HERMÉ PARIS
2名さまより承ります。 Available from 2 guests
¥9,000

ピエール・エルメ・パリ

STAY & NOËL AFTERNOON TEA BY
PIERRE HERMÉ PARIS
上海蟹を贅沢に食す

プレミアルーム Premier Room

SAVOR THE FLAVOR OF SHANGHAI CRAB

¥51,600 ～（1泊1室 2 名さま、税・サービス料込

11月30 日まで ディナータイムにて提供
Offered until November 30 during dinner time
¥12,000
アラカルトメニューもあり。 A la carte menus also available.
シノワ&カクテル CHINOIS & COCKTAILS

12月1日～1月31日 ディナータイムにて提供
Offered December 1 – January 31 during dinner time

Click for details

LUNCH & NOËL AFTERNOON TEA BY

宿泊プラン STAY＆ノエル・アフタヌーンティー by

2名さまより承ります。 Available from 2 guests

Click for details

ランチ＆ノエル・アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ

¥12,000

1 night for 2 guests, inclusive of tax and service charge）
11月1日～12 月25日 Offered November 1 – December 25

ストリングス・パフェ 「ホワイトクリスマス」

STRINGS PARFAIT ‘WHITE CHRISTMAS’
12 月1日～12 月25日 Offered December 1 – December 25
¥2,800
ウィンターカクテルコレクション

WINTER COCKTAIL COLLECTION
’
ウィンター・ウォーマー Winter Warmer ’、
’
クリスマス・ファッショニスタ Christmas Fashionista’

11月1日～12 月31日 バータイムにて提供
河豚と黒毛和牛の饗宴「風譜」
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。

FUGU MEETS TEPPANYAKI KAZENOFU

Offered November 1 – December 31 during bar time
各 ¥2,100 each
表示料金は 1名さま分の料金で、特別表記がない限り、

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。

11月19日～12月19日 ディナータイムにて提供

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.

Offered November 19 – December 19 during dinner time

消費税とサービス料を別途申し受けます。

¥18,000

All prices are for one person and subject to consumption tax
and service charge otherwise specified.

アラカルトメニューもあり。 A la carte menus also available.

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.

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.

