
レストラン・バーガイド
R E S TAU R A N T S  &  B A R S  G U I D E

3FL.  Tel: 03-5404-2246

営業時間 / Hours
● 朝食ブッフェ / Breakfast Buffet　6:30～10:00（L.O. 9:45）
● ランチブッフェ / Lunch Buffet　11:00～14:30（L.O. 14:15）
● デザート&ライトミールブッフェ / Dessert & Light Meal Buffet　15:00～16:45（L.O. 16:30）
● ディナーブッフェ / Dinner Buffet　17:30～22:00（L.O. 21:45）

個室 / Private Room
● 1室 / 1 Room

ヘルシー・ビューティー・フレッシュをもとに、「できたて」「楽しい」「おいしい」をお楽しみ
いただける、ライブ感あふれるオールデイダイニング。ランチ&ディナーブッフェは約50種
類、デザート&ライトミールブッフェは約60種類のメニューをご用意しております。

We offer seasonal menus with over 50 items for our lunch, dessert & 
light meal, and dinner buffets. Our chefs give special consideration to 
each seasonal menu, with a focus on fresh, healthy ingredients and 
live cooking all year round.

料金 / Price

朝食ブッフェ
Breakfast Buffet

ランチブッフェ
Lunch Buffet

平日
土日祝

Weekdays
Weekends & Holidays

デザート&ライトミールブッフェ
Dessert & Light Meal Buffet

平日
土日祝

Weekdays
Weekends & Holidays

ディナーブッフェ
Dinner Buffet

平日
土日祝

Weekdays
Weekends & Holidays

大人 / Adults

¥ 4,620
¥ 5,170

¥ 3,630
¥ 4,180

¥ 5,940
¥ 6,820

子供 / Children

¥ 3,334 ¥ 2,000

¥ 2,200
¥ 2,530

¥ 2,200
¥ 2,200

¥ 3,190
¥ 3,520

オールデイダイニング  シェフズ ライブ キッチン®

All Day Dining   Chef ’s Live Kitchen



1FL.   Tel: 03-5404-7895
「鮮やかさ」「自然の恵み」「美味しい」を感じ
させる季節のパレット・アート・オードブルか
らはじまる、ヘルシーフレンチをお楽しみい
ただけます。

Specialized in French fine dining, 
La Provence offers seasonal course 
menus to choose from. Enjoy 
elegant palette art hors d’oeuvres 
with wine pairings from our 
sommelier. 
営業時間 / Hours
● ランチ / Lunch　11:30～15:00（L.O.14:30）
● ディナー / Dinner　17:30～21:30（L.O.21:00）

料金 / Price
● ランチ / Lunch
平日 / Weekdays　¥ 3,960～　土日祝 / Weekends & Holidays　¥ 4,400～

● ディナー / Dinner
平日 / Weekdays　¥ 7,425～　土日祝 / Weekends & Holidays　¥ 8,250～

個室 / Private Room
● 1室 / 1 Room

鉄板焼  匠
Teppan-Yaki   TAKUMI

1FL.   Tel: 03-5404-7895 1FL.   Tel: 03-5404-7895

1FL.   Tel: 03-5404-7895

ヘルシー、ビューティ、フレッシュをもとに
オリーブオイルで調理する鉄板焼。世界のVIP
をおもてなししてきた経験と匠の技を具えた
馬原料理長による鉄板焼をお楽しみください。

Enjoy authentic Japanese teppanyaki 
presented by Head Chef Mahara, a highly 
acclaimed chef that has served VIPs from 
around the world. Based on the concepts 
of healthiness, beauty, and freshness, top 
quality of olive oil is used for every dishes.

「なごみ」「くつろぎ」「美食」を追求したニュー
ヨークスタイルのラグジュアリーな空間。上質な
ソファーでおくつろぎいただき、ティータイムから
バータイムまで、幅広くご利用ください。

A luxurious New York-style lounge 
which serves afternoon tea, cocktails 
and house specials.

ニューヨークスタイルのヘルシーイタリアンダイ
ニング。新鮮な野菜やオリーブオイルをたっぷり
使って、優しい味に仕上げたヘルシーイタリアン
をお楽しみいただけます。

Enjoy classy Italian dining which 
features local, seasonal vegetables 
all year round. We highly 
recommend the Zillion High Tea 
course, which offers a vast selection 
of finely made hors d’oeuvres.

ファインダイニング  ラ・プロヴァンス

営業時間 / Hours
11:00-21:30（L.O.21:00）
● アラカルト / A la Carte　11:00-21:30（L.O. 21:00）
● アフタヌーンティー / Afternoon Tea　11:00-21:30（L.O. 19:30）

料金 / Price
● アフタヌーンティー / Afternoon Tea　¥ 6,050～
● パフェ / Parfait　¥ 2,860～
● パンケーキ / Pancake　¥ 2,200～

ニューヨーク ラウンジ  by インターコンチネンタル 東京ベイ
New York Lounge   by InterContinental Tokyo Bay

イタリアンダイニング  ジリオン
Italian Dining   Zillion

営業時間 / Hours
● ランチ / Lunch　11:30～15:00（L.O.14:30）
● ディナー / Dinner　17:30～21:30（L.O.21:00）

料金 / Price
● ランチ / Lunch　¥6,600～
● ディナー / Dinner　¥ 14,850～

個室 / Private Room
● 2室 / 2 Rooms

営業時間 / Hours
● ランチ / Lunch　11:30～15:00（L.O.14:30）
● ディナー / Dinner　17:30～21:30（L.O.21:00）

料金 / Price
● ランチ / Lunch　¥ 4,400～
● ディナー / Dinner　¥ 5,720～

個室 / Private Room
● 3室 / 3 Rooms

Fine Dining   La Provence



6FL.  Tel: 03-5404-3925
東京リゾートビューの夜景を臨むダイニング
&テラス。ハイセンスな空間で、ニューヨーク
グリルフレンチとシャンパンをお楽しみいた
だけます。

Enjoy modern New York-Style French 
grill cuisine with our sommelier's 
selection of champagnes. Guests can 
experience a sophisticated comfort 
at the open terrace with the majestic 
views of Rainbow Bridge and Tokyo Bay.

ザ・ショップ  N.Y. ラウンジ ブティック

レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー  マンハッタン
Rainbow Bridge View Dining & Champagne Bar   MANHATTAN

1FL.   Tel: 03-5404-7895

営業時間 / Hours
11:00～20:00

料金 / Price
● カットケーキ / Cake Slice　¥ 540～
● ホールケーキ / Whole Cake　¥ 2,376～
● アマンドショコラ / Amande Chocolat　¥ 810～

営業時間 / Hours
● ダイニング / Dining
   アフタヌーンティー / Afternoon Tea　11:30～16:30（L.O.14:30）
   ディナー / Dinner　17:30～21:30（L.O.19:30）

料金 / Price
● アフタヌーンティー / Afternoon Tea　¥6,000～
● ディナー / Dinner　¥ 7,480～
● シャンパン（グラス） / Champagne（Glass）　¥ 1,760～

個室 / Private Room
● 1室 / 1 Room

パティシエ自慢のスイーツやパンなどを豊富
にご用意しております。 また、客室で使用して
いるタオル、ホテルオリジナルのアロマエッセ
ンスなども販売しております。

The main counter features 
hand-crafted cakes and pastries 
that created by our pastry chef. 
A collection of hotel original products 
such as towels and aroma essence 
are available for purchase so that 
guests can experience hotel quality 
in the comfort of their home.

The SHOP   N.Y. Lounge Boutique

ハドソンラウンジ

1FL.   Tel: 03-5404-7894

営業時間 / Hours
● アラカルト / A la Carte　11:30～23:00（L.O. 22:30）
● アフタヌーンティー / Afternoon Tea　11:30～20:00（L.O. 19:30）
● バー / Bar　17:00～24:00（L.O. 23:00）

料金 / Price
● アフタヌーンティー / Afternoon Tea　¥ 6,050～
● サンドイッチ / Sandwich　¥ 2,860～
● ハンバーガー / Hamburger　¥ 2,640～
● メインディッシュ / Main Dish　¥ 2,860～

逢う・集う・囲むをコンセプトにした開放的で
ダイナミックな空間。暖炉を中心に、ラウンジ
エリア、バーエリア、ライブラリーを取り入れた
エリア、個室をご用意。 ティータイム、お食事、
バータイムとすべてのシーンでご利用いただ
けるラウンジ＆バーです。

With a grand fireplace as its 
centerpiece, our Lounge & Bar offers a 
wide selection of afternoon tea menus, 
light meals and classic cocktails. Guests 
can utilize the Library area or two 
private rooms in various scenes 
according to their wishes such as 
business or small gathering.

HUDSON LOUNGE

アンバー
AMBAR

ザ ライブラリー
THE LIBRARY



個室のご案内
PRIVATE ROOM

プティプロヴァンス

鉄板焼  匠
Teppan-Yaki   TAKUMI

個室 2室 （2～5名様）　¥ 11,000
2 Private Rooms (2-5 guests)

オールデイダイニング
シェフズ ライブ キッチン®

All Day Dining   Chef ’s Live Kitchen

個室 1室 （8～20名様）　¥ 8,800～¥ 11,000
1 Private Room (8-20 guests)

レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー

マンハッタン
Rainbow Bridge View Dining & Champagne Bar
MANHATTAN
個室 1室 （8～25名様）　¥ 16,500
1 Private Room (8-25 guests)

イタリアンダイニング  ジリオン
Italian Dining   Zillion

個室 3室 （4～12名様）  ¥ 5,500～¥ 11,000 （2H）
3 Private Rooms (4-12 guests)

ハドソンラウンジ
HUDSON LOUNGE

ファインダイニング  ラ・プロヴァンス
Fine Dining   La Provence

個室 1室 （6～24名様）　¥ 11,000～¥ 16,500
1 Private Room (6-24 guests)

個室 2室 （6～12様）　¥ 11,000～¥ 16,500
2 Private Rooms (6-12 guests)

- 料金は変更となる場合がございます。
- クリスマス・年末年始などは限定コース・特別料金となる場合がございます。
- 表示は税込料金です。別途サービス料を加算させていただきます。
- 食物アレルギーをお持ちのお客様は、ご遠慮なくお申し付けください。
- メニューは入荷状況により内容が変更になる場合がございます。ご了承ください。
- 写真は全てイメージです。

- Prices are subject to changes without notice.
- Please note that menus and prices may change during Christmas and the new 
   year holidays season.
- All menu prices are inclusive of consumption tax but subject to service charge.
- If you have any food allergies or intolerances, please do not hesitate to inform 
   our staffs.
- Please note that menus may change without prior notice due to the availability
  of seasonal ingredients.   
- All photos are images.

〒105-8576 東京都港区海岸1丁目16番2号
16-2 Kaigan 1-chome,Minato-ku,Tokyo 105-8576
Tel: 0570 000222（ナビダイヤル） Fax: 03 5404 2111   www.interconti-tokyo.com

InterContinenta l Tokyo Bay


