
AFTERNOON DRINK



CLASSIC TEA

Darjeeling Summer Gold
ダージリンサマーゴールド
インド・ダージリンの夏摘みを中心としたスタンダードなブレンドティーです。
スイーツなどとのティータイムにおすすめ。クセがなく飲みやすい。

This is a standard blended tea primarily made from Indian
Darjeeling tea leaves picked in summer.
It is recommended for tea time with sweets. It is mild and easy to drink.  

Queens Tea
クィーンズティー
ダージリンセカンドフラッシュにスリランカの高品位な茶葉をブレンド。
ロンネフェルト社クラシックブレンドです。

A blend of high-grade Sri Lankan black tea with Darjeeling
second flush. A classic blend from Ronnefeldt.

Assam Bari
アッサムバリ
インド・アッサムのフルリーフのセカンドフラッシュ。
力強い味わいはストレートでもミルクティーでも幅広くお楽しみ頂けます。

A second-flush, full-leaf Indian Assam tea.
Its bold taste can be enjoyed in many ways, whether straight or with milk.  

English Breakfast
イングリッシュ　ブレックファースト
高品位なウバの高地で生産される爽快な後味をもつ紅茶。
ロンネフェルト社クラシックブレンドです。

A high-grade black tea with a refreshing aftertaste,
grown in the highlands of Uva Province. A classic blend from Ronnefeldt.  

※表示価格は消費税・サービス料込みの金額です
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FLAVOR TEA

Earl Gray
アールグレイ
ダージリンベースにベルガモットのフレーバリングでロンネフェルト社でも
ロングセラーの紅茶です。爽やかな味と香りが人気です。

A long-selling black tea from Ronnefeldt, featuring a Darjeeling base flavored
with bergamot. Its refreshing taste and aroma are popular.

Vital Grapefruit
バイタルグレープフルーツ
リンゴやレモングラスなどのドライフルーツとハーブをブレンドし、
グレープフルーツの香りでフルーティーに仕上げました。
柑橘系の香りが爽やかで、フルーティーな味わいです。

This tea is blended with dried fruits and herbs such as apples
and lemongrass, and finished with the fruity scent of grapefruit.
It has a refreshing citrus scent and a fruity taste.  

Vanilla Chai 
バニラチャイ
アッサムの茶葉にカルダモンやシナモンなどのスパイスを贅沢にブレンド。
ストレートでもミルクでも美味しく召し上がって頂けます。身体が温まります。

A luxurious blend of Assam tea leaves with cardamom and cinnamon.
Enjoy it straight or with milk. This tea will warm the body.

Red Fruit
レッドフルーツ
ベリーのジューシーなフレーバードティー。
スイーツとの相性が良く、ティータイムにおすすめです。

A tea flavored with juicy berries.
It goes well with sweets and recommended for tea time.

Irish Whiskey Cream
アイリッシュウィスキークリーム
アッサムティーをベースにカカオの濃厚なフレーバーをミックス。
ミルクティーに最適な人気商品です。

A mixture of rich cacao flavors in an Assam tea base.
This product item is perfect for enjoying with milk.
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NON CAFFEINE

Chill Out With Herbs
チルアウトウィズハーブ
ルイボスティーをベースにレモンバームやコーンフラワー、
ブラックベリーの葉をミックス。飲みやすいハーブティーブレンドです。

FRUITS HERB TEA

Get The Power
ゲットザパワー
リンゴ、ハイビスカス、オレンジピールなどのドライフルーツとハーブのブレンド。
フルーツの甘味と酸味が絶妙のバランスです。 
デトックス効果を期待できるウエルネスティー。

A blend of dried fruits and herbs, including apples, hibiscus, and orange peel.
The sweetness and tartness of the fruit are in perfect balance.
A wellness tea that promises a detoxifying effect.

Soft Peach
ソフトピーチ
ホルシュタイナーグルッツェ同様、ロンネフェルト社でロングセラーの
フルーツティーです。ピーチにりんご、ローズヒップにハイビスカスをブレンド。

Like Holsteiner Grütze, this is a long-selling fruit tea of Ronnefeldt.
It blends apples, rose hips, and hibiscus.

A mixture of lemon balm, cornflower, and blackberry leaves
in a rooibos tea base. An easy-to-drink herbal tea blend.

Rooibos Lemon
ルイボスレモン
ルイボスティーにレモングラスをブレンドした爽やかで美味しいルイボスティーです。
ロンネフェルト社のルイボスラインナップでは人気 No1。

This is a refreshing and delicious rooibos tea mad
 with a blend of lemongrass and rooibos.
It is the most poopular in Ronnefeldt's line of rooibos teas.  
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COFFEE & LATTE

Coffee 
コーヒー

Espresso 
エスプレッソ

Cafe Latte
カフェ･ラテ

JAPANESE TEA

Uji Tea
宇治茶
総じて香り立ちが良く、味は上品に仕立てられており、
口あたりはサッパリしながらも、しっかり腰のある味。

This tea has an overall pleasant fragrance, an elegantly finished taste,
and refreshing mouthfeel, yet with full-bodied taste.

Yame Tea
八女茶

Chiran Tea
知覧茶

※表示価格は消費税・サービス料込みの金額です

まろやかな味と上品で心地よい香りが特徴で、すっきりとしていて
独特の苦みや渋みがないことからお子様や女性にも人気です。

This tea's mellow taste, elegant, pleasant scent, 
and refreshing lack of distinctive bitterness
and astringency make it popular with children and women.

鹿児島茶の代表銘柄。
日照時間が長く、若い緑色の茶葉とさわやかで新鮮な香りが特徴です。
和茶の中でも甘く芳醇な香りとまろやかでコクのある味わいが魅力です。

This is a famed brand of Kagoshima tea. It is made with
young green tea leaves grown in long hours of sunshine,
and gas a fresh, refreshing aroma. The sweet, full-bodied fragrance
and mellow, rich taste make for a compelling Japanese tea.
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