Kids Afternoon Tea for Little Ones
キッズアフタヌーンティー フォー リトルワン

Welcome Drink
Iced chocolate topped with strawberry whipped cream
ホイップいちごチョコレートミルク

Savory
Mini cheese burger
ミニチーズバーガー
Mini pizza
ミニピッツァ

Scone
Classic scone
スコーン
Cheese scone
チーズスコーン
Mandarin orange jam
みかんジャム
Honey
はちみつ
Custard cream
カスタードクリーム

Sweets
Fukuoka Amaou strawberry fresh cream cake
ふ くおか けんさ ん

福岡県産いちご「あまおう」の
ショートケーキ
Cheese soufflé
スフレチーズケーキ
Iced sugar cookie
アイシングクッキー
Fruit tart
フルーツタルト
Cheese pudding á la mode
チーズのプリンアラモード

4 kinds of petits fours
*Our associates will bring to your table some petits fours. Choose whichever petits fours you like.
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サービススタッフがお持ちします。お好きなものをお選びください

Soft Drink
Coca-Cola / Ginger ale / Orange juice / Grapefruit juice
Apple juice / Pineapple juice / Milk (hot or cold)
コカ・コーラ / ジンジャーエール / オレンジジュース
グレープフルーツジュース / アップルジュース
パイナップルジュース / ミルク（ホット or アイス）

Tea Selections
Grand Hyatt Fukuoka Original Blend Tea

Enjoy the beautiful flavor of Ceylon tea accented by pieces of date.
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グランド ハイアット 福岡 オリジナルブレンドティー
（セイロン、レモングラス、ローズレッド、コーンフラワー、アップル）

Darjeeling｜Castleton Tea Estate 2022 Second Flush
Indulge in the mature taste and flavor of tea leaves that is unique to a second flush tea
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夏摘み(セカンドフラッシュ)ならではの味・香りともに円熟味を増した味わいです。

Assam｜Amgoorie Tea Estate 2020 Second Flush
Enjoy the rich taste of this tea featuring a slightly bitter flavor and the sweet taste like brown sugar.
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アッサム ｜アムグーリー農園 2020 セカンドフラッシュ
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濃厚な味わいを醸し出す茶の渋みと黒糖のような甘味が感じられます。
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力強いコクを持つ風味豊かな逸品です。

Uva｜Greenfield Tea Estate 2019
Indulge in its flowery aroma, beautiful color and sophisticated flavor.
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ウヴァ ｜ グリーンフィールド農園 2019
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フラワリーな芳香と、美しい色、洗練された豊かな風味をお楽しみください。

Earl Gray Classic
This organically grown Darjeeling tea is complemented by the rich flavor of bergamot.
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持つ豊かな味わいがベルガモットの香りにマッチしたフレーバーティーです。

Herb tea Selections
Apple orange tea
This herb tea is a blend of apple fruit, orange peel, passionflower, orange flower, and lemongrass.

アップルオレンジティー
アップルフルーツ、オレンジピール、パッションフラワー、オレンジフラワー、レモングラスをブ
レンドしたハーブティーです。

Irish Whiskey Cream

Cacao and the aroma of Irish whisky are blended with Assam tea,
to create this flavored tea, which is ideal for milk tea.

アイリッシュウィスキークリーム
アッサムにアイリッシュウィスキーのアロマとカカオをブレンド。ミルクティーにおすすめです。

Good Vitality
This ruby red-colored flavored tea is for beauty and health.

グッドバイタリティー
み
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ハイビスカス、リンゴ、オレンジピール、ニワトコの実、赤ブドウジュースなど
しゅるい

７種類のハーブをブレンド。

Peppermint
This peppermint tea is the ideal refreshment.
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爽やかなミントの香りが心地よく、リフレッシュに最適です。

Schulummertrunk
This is a blended herb tea of chamomile, lemon balm, peppermint and lavender.

シュルマートルンク
カモミール、レモンバーム、ペパーミントなどをブレンドしたハーブティー。

