
 

 

Sandwich 

Scone 

Sweets 

八女紅茶でマリネしたはかた地どりの 

クロワッサンサンドウィッチ 

Croissant sandwich, 
 Yame black tea-marinated Hakata chicken 

フィッシュバーガー 八女茶ソース 

Fish burger, Yame green tea sauce 

プレーンスコーン 

Plane scone 

八女伝統本玉露スコーン 

Yame Dentou Hon Gyokuro Scone 

クロテッドクリーム 

Clotted cream 

あずきバター 

Azuki butter 

甘夏ジャム 

Sweet Watson pomelo jam 

ラタトゥイユ入りほうじ茶ブレッド 

Roasted green tea bread, ratatouille 

八女伝統本玉露と練乳のムース 

Yame Dentou Hon Gyokuro and 
 condensed milk mousse 

八女ほうじ茶のパンナコッタとコーヒーゼリー 

Yame roasted green tea panna cotta, coffee jelly 

八女伝統本玉露といちごのショートケーキ 

Yame Dentou Hon Gyokuro and  
strawberry fresh cream cake 

八女伝統本玉露のラミントン 

 Lamington Yame Dentou Hon Gyokuro 

八女ほうじ茶のチョコレートタルト 

Yame roasted green tea chocolate tart 

チョコレートケーキとバニラアイスクリー

ム、抹茶ソース、金柑コンポート 

Chocolate cake, vanilla ice cream, matcha sauce, 

kumquat compote 

 

プチフール 4 種 

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 

 

4 kinds of petits fours 

*Our associates will bring to your table some petits fours. 

Choose whichever petits fours you like. 

 



 

The TEASTAR Selections 

ロンネフェルト社のティースターシリーズは、世界中から厳選された 

上質な茶葉のみを使用し、ティーマイスターの情熱あふれる技で 

作られるお茶の芸術品です。 

Savor Ronnefeldt’s TEASTAR selections that are made using selected 
high-quality leaves from around the world. They are renowned as 
artworks of teas created with tea masters’ passion. 

・ダージリンサマー 

・ゴールデンアッサム 

・スプレンディットアールグレイ 

・ジャスミンパール 

Darjeeling Summer 

Golden Assam 

Splendid Earl Grey 

Jasmine Pearls 

Coffee selections 

・コーヒー 

・カフェラテ 

・カプチーノ 

・エスプレッソ 

・カフェモカ 

Coffee 

Cafe Latte 

Cappuccino 

Espresso 

Café Mocha 

Welcome Drink 

八女抹茶ミルク Yame Matcha Milk 

 

Tea Coordinator’s Selections 

ルイボス Rooibos 

南アフリカの針葉樹の葉で作られるノンカフェインティー。 

ミネラルや鉄分が豊富です 

Rooibos is a non-caffeinated tea with conifer leaves that are native to South Africa.  

It is rich in minerals. 

グランド ハイアット 福岡 オリジナルブレンドティー  

Grand Hyatt Fukuoka Original Blend Tea 

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 

Enjoy the beautiful flavor of Ceylon tea accented by pieces of date,  

lemon grass, rose petal and corn flower. 

バニラチャイ Vanille Chai 

しょうが、シナモン、クローブ、カルダモンのスパイスに甘い香りのバニラが効

いたチャイ。 

Indulge in the flavor of sweet vanilla accented by ginger,  

cinnamon, clove and cardamom 

ホワイトユンナンシルバー White Yunnan Silver Tips 

伝統的な製法で手済みされた中国、雲南省産の白茶。繊細な花のような 

甘い香りと爽やかな味わいが特徴です。 

This is a traditionally hand-picked white tea from Yunnan province.  

Its sweet flower flavors and refreshing taste will delight anyone. 

 

モルゲンタウ Morgentau 

 中国緑茶にバラの花びら、矢車菊、マンゴーのアロマをブレンド。 

口の中に広がる魅惑的な香りをお楽しみください。 

Morgentau means morning dew in English. 

This world-popular flavor has beautiful notes of rose petal and mango. 

 

Recommended Drink 

八女煎茶 Yame Green Tea 

八女ほうじ茶 Yame Roasted Green Tea 

 

八女茶アフタヌーンティー “Yame TeaCation” 

“Yame TeaCation” Afternoon Tea 


