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Offering a Safe and Clean Environment

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.

ブッフェ料理の
形態変更

Individual servings 
at buffet

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。

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

The perfect way to enjoy the crisp autumn 
evenings is to put a Jazz record on the turnta-
ble, with lush warm sounds filling the room. 
The record feels warmer - a remarkably gen-
tle and supple yet strong sound wraps me 
up comfortably. It has and always will, even 
in the new norm, and I hope The Strings to 
be the same for all our guests. We will con-
tinue offering a harmonious environment 
where you will be connected to the rhythm 
of Tokyo life. 
 
I hope to welcome you back very soon.

Yuh Akima, General Manager

プレリュード   PR E LU DE

涼しくなりつつある秋の夜長、レコード盤に針を

落とし、ジャズに耳を傾けることが多くなりました。

レコードから奏でられる音色は温かく、優しくもし

なやかな強さがあり、そっと寄り添ってくれるよう

です。私たちストリングスもそんな存在でありたい

と願います。「新しい生活様式」を取り入れながら

も、これからも出会いを大切に、ゲストにそっと寄

り添えるような温かい空間やサービスを提供して

まいります。

また近く、皆さまにお会いできることを願って。

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

Click for details

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


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

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.

Breakfast: 06:30 – 11:30 (L.O. 11:00)
Lunch: Mon – Fri: 11:30 – 15:00 (L.O. 14:30)
Sat, Sun and National Holidays: 11:00 – 15:00 (L.O. 14:30)
Dinner: 18:00 – 22:00 (L.O. 21:00)

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)

Lunch: 11:30 – 15:00 (L.O. 14:30)
Dinner: 18:00 – 22:00 (L.O. 21:00)

Tea: 06:30 – 17:00
Strings Parfait: 11:30 – 21:00 (L.O.)
Afternoon Tea: 14:00 – 18:00 (L.O. 16:30)
Bar: 17:00 – 24:00 (L.O. 23:30)

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

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

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/dine


AFTERNOON TEA 
BY PIERRE HERMÉ 

PARIS

アフタヌーンティー 
by  ピエール・エルメ・パリ

ピエール・エルメ・パリとストリングスホテル東京イ

ンターコンチネンタルが創りだすコラボレーション

アフタヌーンティー。ピエール・エルメ・パリの代表

作「イスパハン」や本コラボレーション限定マカロ

ンほか、洗練の憧れスイーツをお楽しみください。

ランチがセットになったプランも登場します。

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

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/afternoontea-by-pierreherme-paris


秋の収穫祭、イタリアンランチ「ヴィヴァーチェ｣

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。旬をむかえる秋の食材をふんだんに

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5種。イタリアンとカクテ

ルの競演をお楽しみください。

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

COCKTAIL 
PAIRING DINNER 
ARPEGGIO

‘Vivace’ means ‘lively’ in Italian. Begin 
your Vivace lunch journey with an antipas-
ti buffet, followed by your choice of main 
dish from our Italian grill selection. Our 
decadent dessert buffet boasting autumn 
fruit 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」。今季のテーマは収穫祭。選べ

るメインに、秋の味覚を堪能するアンティパスティ

とデザートをお好きなだけどうぞ。ブッフェアイテム

はすべて個々盛りでご用意。安心安全な環境にて

ランチブッフェをお届けします。

AUTUMN HARVEST
VIVACE LUNCH

カクテルペアリングディナー
｢アルペジオ｣

Click for details

Click for details

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


飲茶コース「ディムサム アフタヌーン｣

DIM SUM
AFTERNOON

ポルチーニ茸ディナー「秋風｣

PORCINI MUSHROOM 
DINNER AKIKAZE

With its texture, pronounced umami flavor, 
and earthy fragrance, fresh porcini are by 
far Italy's most valued wild mushrooms. 
Enjoy the playful culinary journey to expe-
rience the porcini’s unique collaboration 
with teppanyaki with the freshest produce 
from land and sea – including red king crab 
and the finest Japanese beef.

鉄板焼「風音」では、旬のポルチーニ茸を心ゆくま

で味わえる「秋風」ディナーコースを期間限定にて

ご用意します。選び抜いた黒毛和牛やタラバ蟹な

どの極上の食材とともに、ポルチーニ茸の芳醇な

味、食感、香りを満喫できる、秋ならではの口福な

ひとときをお過ごしください。

Experience an exquisite dim sum course 
featuring thirteen homemade items in-
cluding Cantonese shao mai dumpling with 
abalone and our popular mango pudding. 
Unwind over midday delights paired with 
unlimited refills of Champagne.

中国料理「チャイナシャドー」で人気メニューのひ

とつ、丁寧につくりあげる繊細なディムサム（「飲

茶」の意）を13種ご堪能いただけるコース。シャン

パーニュフリーフロー付きのプランもご用意してい

ます。26階から望む圧巻のシティービューとともに、

リュクスな昼下がりを。

Click for details

Click for details

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


至福の秋パフェ

DECADENT 
PARFAITS 
IN AUTUMN 
COLORS

Our Strings Parfaits for the autumn season 
feature fruitful Japanese seasonal ingredi-
ents — chestnuts and grapes. A gorgeous 
gradation of hues illustrate the colors of 
autumn, all made with great care and the 
highest craftsmanship. Join us in this har-
vesting fest — our Duo package is available 
for parfait lovers.

秋のストリングス・パフェのフレーバー2種には、こ

の時期に美味しさのピークを迎える、栗とぶどうを

セレクト。秋色のグラデーションが美しいアートの

ようなパフェは、昼下がりのティータイムだけでなく、

ディナーのあとの“〆パフェ”としてもお楽しみいた

だけます。食欲の秋にぴったりなパフェセットも。

深まる秋に愉しむカクテル

AUTUMN 
IN A GLASS

Cozy up with delicious seasonal cocktails on 
chilly nights. Our smoking cocktail ‘Late 
Summer’ features Japanese Shine Muscat 
grapes with a hint of Japanese dashi to give 
a mild flavor. Savor a taste of autumn with 
the divine ‘Autumn Dolce’, a dessert cock-
tail made with homemade potato shochu 
and sweet potato.

秋の夜長には艶やかな空間で大人の時間を。升か

らもくもくとした白い煙が湧きたつ「Late Summer

～晩夏～」はシャインマスカットのカクテル。隠し

味の出汁がまろやかな味わいに仕上げています。

秋の味覚のサツマイモを使ったデザートカクテル

「オータム ドルチェ」もお目見え。胡麻を漬け込ん

だ自家製芋焼酎がベースのミルキーな一品です。

Click for details

Click for details

https://intercontinental-strings.jp/offers/seasonal-cocktails-sepoct2020
https://intercontinental-strings.jp/offers/stringsparfait-autumn2020


個室のご案内

Private Dining 
Experience

ミーティングパッケージ

Meeting Packages

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.

A distinguished destination for business 
events in Shinagawa, The Strings delivers 
perfect moments for business gatherings 
and events, big or small. Room set up and 
configured to allow for physical distancing. 
Available from 15 guests.

各種ご会食をはじめ、お誕生日会や七五三の食事

会などのご家族のお集まりをはじめ、お顔合わせ

やご法事など、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。

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、エレガントな空間にて、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

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。ソーシャルディスタンスに配慮し

たレイアウトで、15名さまから承ります。

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.

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

ご予約・お問い合わせ   

For reservations and inquiries:

03-5783-1111

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

Click for details

Click for details

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


Picture-perfect Moments

おふたりの大切な一日。生涯の思い出にふさわし

いその一瞬を、いつまでも色褪せることのない写

真に残しましょう。26階のアトリウムはホテル自慢

のフォトスポット。天井高27メートル、開放感のあ

る洗練された空間がドラマティックな花嫁姿を演

出します。

憧れのフォトスポット

お問い合わせ  For inquiries:

ウェディングオフィス  Wedding Office

03-5783-1256

Exquisite, joy-filled wedding photography 
captures what you love and will become 
your precious memories with images of 
your special day to look back on. Our hotel 
showcases many picture-perfect places to 
consider, including our airy atrium, which 
features a 27-meter high glass-paneled ceil-
ing that floods the space with much light. 

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

Click for details

Click for details

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


秋の収穫祭、イタリアンランチ「ヴィヴァーチェ」

AUTUMN HARVEST VIVACE LUNCH

9月1日～11月15日 ランチタイムにて提供

Offered September 1 – November 15 during lunch time

¥5,500、お子さま（小学生、6-12 years old) ¥2,750

カクテルペアリングディナー「アルペジオ｣

COCKTAIL PAIRING DINNER ARPEGGIO

9月1日～11月15日 ディナータイムにて提供

Offered September 1 – November 15 during dinner time

¥13,000

すべての表示料金には消費税とサービス料を別途申し受けます。 

All prices are subject to consumption tax and service charge.

アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ　

AFTERNOON TEA BY PIERRE HERMÉ PARIS

¥5,300

ランチ＆アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ

LUNCH & AFTERNOON TEA BY PIERRE HERMÉ PARIS

¥5,800

ナイト・アフタヌーンティー by ピエール・エルメ・パリ

NIGHT AFTERNOON TEA BY PIERRE HERMÉ PARIS 

¥6,500, ¥7,500 (シャンパーニュフリーフロー付 

with Champagne free-flow)

9月1日～10月31日  Offered September 1 – October 31

ストリングス・パフェ  STRINGS PARFAIT

“マロンキャラメル”、“ぶどう”

‘Chestnut Caramel’ and ‘Grapes’ 

各¥2,800 each

“デュオ・パフェ”セット（パフェ2種と2ドリンク）

‘Duo Parfait’ set (2 parfaits and selected drinks) 

¥5,500

10月1日～11月30日  Offered October 1 – November 30

オータムカクテルコレクション 

AUTUMN COCKTAIL COLLECTION

‘Late Summer～晩夏～’、‘オータム ドルチェ Autumn Dolce’

9月1日～10月31日 バータイムにて提供

Offered September 1 – October 31 during bar time

各¥2,100 each

ポルチーニ茸ディナー「秋風」

PORCINI MUSHROOM DINNER AKIKAZE

9月7日～10月10日 ディナータイムにて提供

Offered September 7 – October 10 during dinner time

¥13,000

SE A SONA L OF F E R DI R EC TOR Y

AUTUMN
SEASONAL 
OFFERS

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.

飲茶コース「ディムサム アフタヌーン」

DIM SUM AFTERNOON

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

¥5,500, ¥7,500 (シャンパーニュフリーフロー付 

with Champagne free-flow)

intercontinental-strings.jp/offers

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


