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
Pear squash
ようなし

洋梨スカッシュ

Savory
Fried chicken mini burger

からあげミニバーガー
Sweet potato stick

さつまいもスティック

Scone
Sweet potato-shaped melon bread

さつまいもメロンパン
Pumpkin scone

かぼちゃスコーン
Custard cream

カスタードクリーム
Sweet potato cream

さつまいもクリーム
Strawberry butter

いちごバター

Sweets
Chestnut cake
くり

栗のケーキ
Sweet potato mini cream puff
いも

お芋のプチシュークリーム
Pear fresh cream cake
ようなし

洋梨のショートケーキ
Shine Muscat tart

シャインマスカットのタルト
Pumpkin pudding à la mode
sqyirrel-shaped iced suger cookie

かぼちゃのプリンアラモード
りすのアイシングクッキー
4 kinds of petits fours
*Our associates will bring to your table some petits fours. Choose whichever petits fours you like.
しゅ

プチフール 4種
も

す

えら

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.

グランド ハイアット 福岡 オリジナルブレンドティー
セイロンティー、デーツピース、レモングラス、バラの花びら、矢車菊、香料

Darjeeling | Margaret’s Hope Tea Estate 2022 First Flush
This first flush Darjeeling offers a delicate yet slightly bitter taste,
together with a refreshing aroma of citrus.

ダージリン ｜マーガレッツホープ農園 2022 ファーストフラッシュ
繊細で心地よい渋みの中に爽やかな柑橘系の香味が溶け込んでいます。

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.

アッサム ｜アムグーリー農園 2020 セカンドフラッシュ
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。

Uva｜Greenfield Tea Estate 2019
Indulge in its flowery aroma, beautiful color and sophisticated flavor.

ウヴァ ｜ グリーンフィールド農園 2019
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.

アールグレイ クラシック
オーガニックガーデンのダージリンをベースにしたお茶で、ダージリンの
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
Pai Mu Tan Melon
Fragrant yet elegant white peony is complemented by the sweet aroma of melon in this white tea.

パイムータン＆メロン
白牡丹(パイムータン)の芳醇な甘さにメロンのフレーバーを香り付けしました。

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
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
７種類のハーブをブレンド。

Peppermint
This peppermint tea is the ideal refreshment.

ペパーミント
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。

