Mini sandwich

Cakes

フルーツサンドウィッチ

ストロベリーショートケーキ

Fruit sandwich

Fresh cream cake with strawberry

厚焼きたまごサンドウィッチ
Sandwich with Japanese omelet

チーズケーキ
Cheesecake

チェリートマトとモッツァレラのカプレーゼ
Cherry tomato and mozzarella caprese

まっ白なコーヒーパンナコッタ
Coffee panna cotta

Fresh vegetables
ベジタブルスティック バーニャカウダソース

Scone

Vegetable sticks with bagna càuda sauce

プレーンスコーン
Plane scone

Petits fours

桜スコーン
Cherry blossom scone

ストロベリータルト
Strawberry tart

金柑のマドレーヌ
Kumquat madeleine

Chef’s Gift
季節のフルーツサラダ

ボンボンショコラ

Seasonal fruit salad

Bon bon chocolat

日向夏のタルト
Hyuganatsu citrus tart

Smoothie
ストロベリーマカロン

フルーツスムージー

Strawberry macaron

Fruit smoothie

クルミのクッキー
Walnut cookie

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 Darjeeling Summer
・ ゴールデンアッサム Golden Assam
・スプレンディットアールグレイ Splendid Earl Grey
・ ジャスミンパール Jasmine Pearls

Tea Coordinator’s Selections
・ 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

・アイリッシュウィスキークリーム Irish Whiskey Cream
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。
Cacao and the aroma of Irish whisky are blended with Assam tea
to create this flavored tea, which is ideal for milk tea.

・ ピーチガーデン Peach Garden
完熟ピーチの甘い香りが魅力のフルーツハーブティー。
This is a fruit herbal tea, flavored with ripe peaches.

・ フィールリラックス Feel Relax
ルイボスベース。 ノンカフェイン、 ノンカロリー、
鉄分、 ミネラル豊富。 オレンジベースの優しい香り。
This rooibos-based flavored tea has lots of minerals.
Savor its gentle sweet taste of orange.

・ シュルマートルンク Schlummertrunk
カモミール、 レモンバーム、 ペパーミントやラベンダーの花など を
ブ レンドしたハーブティー。 「シュルマー」 とはうたた寝の意味。
This is a blended herb tea of chamomile, lemon balm,
peppermint and lavender.

Nespresso Coffee selections
・ コーヒー Coffee
・ カフェラテ Cafe Latte
・ カプチーノ Cappuccino
・ エスプレッソ Espresso

