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今月のおすすめ点心
芝士焗蝦杯

※甘い点心

各￥1,100（税込￥1,188）

海老入りチーズタルト
Prawn tart with cheese

瑤柱炸蟹盆

干し貝柱と蟹肉の包み揚げ
Deep fried crab meat and conpoy ball

韮王煎竹巻

黄ニラ入り湯葉の焼きもの
Deep fried bean curd skin rolls with chives

玉蘭帯子餃

芥蘭入り帆立の餃子
Steamed scallop and chinese kale dumplings

咖喱牛肉角

牛肉入り揚げ餃子

カレー風味蒸し

Steamed beef dumplings in curry sauce

菜肉雞飽仔

鶏肉と野菜入り蒸し饅頭
Steamed chicken and vegetable buns

XO 米沙雞

鶏肉のＸＯ醤蒸し
Steamed chicken with XO sauce wrapped in lotus leaf

古法馬拉糕

広東風蒸しカステラ
Cantonese steamed sponge cake ( Ma Lai Go )

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

揚げ豆腐の豚ミンチあんかけ

肉崧扒豆腐

自選甜品

Braised tofu with minced pork

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

Stir-fried seasonal vegetables

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

蒜蓉南瓜粒鶏粒炒飯

本日麺或飯 Today’s noodle or rice

Fried garlic rice with pumpkin and chicken

Today’s Dessert

羅漢斎湯麺

A メニューからお好きな点心２品

ミックスキノコのスープ麺

Soup noodle with mixed mushrooms

※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

南瓜と鶏肉のニンニク炒飯

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

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。

