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今月のおすすめ点心
香麻咖喱酥

※甘い点心

各￥1,100（税込￥1,188）

カレー入りゴマ風味のパイ
Curry pie Seventh Son's style

酥炸墨魚丸

イカすり身団子の揚げもの
Deep fried minced cuttlefish paste balls

帶子炸雲吞

帆立入り揚げワンタン
Deep fried scallop wonton with sweet and sour sauce

羅漢斎粉果

キノコ入り蒸し餃子
Steamed dumplings with fungus

沙爹金錢肚

ハチノスのサテー風味
Steamed tripes in satay sauce

北菇棉花雞

魚の浮き袋、鶏肉と椎茸の包み蒸し
Steamed shitake stuffed with chicken and fish stomach

羗芽牛肉球

牛挽き肉団子と生姜の蒸しもの
Steamed minced beef ball with ginger

蛋王蓮蓉飽

卵黄と蓮の実の餡入り饅頭
Steamed bun with sweetened lotus seed paste

家全七福酒家

※記載価格は税抜価格となっています。 （注）写真は単品でご注文の際の数となります。

お昼の名物

点心ランチ

「七福」飲茶ランチ

DIM SUM LUNCH

“SEVENTH SON” YAM CHA LUNCH

御 1 人様￥3,900（税込￥4,212）2 名様より

御 1 人様￥4,900（税込￥5,292）2 名様より

※点心コースをご注文のお客様に限り￥1,600（税込￥1,728）の
名物フカヒレ入りスープ餃子を¥1,200（税込￥1,296）で提供致します。

前菜

前菜の盛合わせ

Appetizer

従 A 菜牌自選８款點心

お好きな点心８種類（A メニューからお選び下さい）

8 kinds of favorite dim sum (Please choose from the A menu.)

※同じグループで統一させて頂きます。

本日湯羹

本日のスープ

Today’s soup or +¥650 change to soup dumpling with shark’s fin

任選一款

お好みの一品をお選び下さい

Please choose one piece you like.

＋￥650（税込￥702）で名物 フカヒレ入りスープ餃子に変更できます。
＋￥4,900（税込￥5,290）特別価格でフカヒレ《ヨシキリザメ》の姿煮に変更頂けます。

+￥300（税込￥324）でグランドメニューの麺・飯からお選び頂けます。

自選 4 款點心
叉焼湯麺

お好きな点心 4 種類（A と B メニューからお選び下さい）

4 kinds of favorite dim sum (Please choose from the A&B menu.)

チャーシュー入り汁そば

※同じグループで統一させて頂きます。

Soup egg noodles with honey roasted pork “char siu”

任選一款
白粥

お好みの一品料理をお選び下さい

Please choose one piece you like.

お粥セット

Porridge

XO 粉絲蒸海鮮
豉油皇炒麺

海鮮と春雨の XO 醤蒸し

Steamed today’s seafood with XO sauce

黄ニラとモヤシ入り焼きそば（香港焼きそば）

Chinese fried noodle with soy sauce

南瓜燜鶏球

自選甜品

Braised chicken with pumpkin

デザートと香港菓子
+￥3,000（税込￥3,240）燕の巣のせマンゴープリンに変更頂けます。

Dessert

清炒什菜

御 1 人様

￥2,900（税込￥3,132）2 名様より

任選一款

※限定ランチは各種割引サービスの適用は除外とさせて頂きます。

叉焼拼涼菜 Appetizer

粟米肉粒炒飯

本日麺或飯 Today’s noodle or rice

Fried rice with diced chicken and corn

Today’s Dessert

金菇瑶柱炆麺

A メニューからお好きな点心２品

干し貝柱とエノキ入り煮込み麺

Braised noodle with dried scallop and enoki mushroom

※同じグループで統一させて頂きます。

五目炒飯

又は

香港焼きそば

+￥300（税込￥324）でグランドメニューの麺・飯からお選び頂けます。

本日甜品

トウモロコシと豚肉のあんかけ炒飯

ワンタンスープ

＋￥1,000（税込￥1,080）で名物 フカヒレ入りスープ餃子に変更できます。
Choose 2 kinds of favorite dim sum from the A menu.

お好みの食事をお選び下さい

Please choose one piece you like.

前菜

Won-ton soup

自選點心 2 款

ミックス野菜の塩炒め

Stir-fried seasonal vegetables

平日限定ランチ WEEKDAY LIMITATION LUNCH（土、日祝を除く）

雲呑湯

南瓜と鶏肉の牡蠣ソース煮込み

本日のデザート

自選甜品

デザートと香港菓子

Dessert，Petit Fours

+￥3,000（税込￥3,240）燕の巣のせマンゴープリンに変更頂けます。

