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スパイシーポーク タルト

イカのイエローカレーフリッター

ソフトシェルシュリンプ トムヤムマリネ

真鯛のマリネ ニラミントソース

ささみとエゴマの生春巻き

鰆のグリル トムカーソース

松阪豚の香味煮込み

クライングタイガー 牛ハラミ ＋1100

クライングタイガー 飛騨牛 ＋2200

パッタイ

Option : 青いお米のカオヤム ＋2000

Option : グリーンカレー ＋1100

 

バナナとピーナッツアイスのミルフィーユ仕立て

コーヒー　または　タイティ

パクチー ミント レモングラス レッドチリ ライスペーパー

シナモン 八角

ライムリーフ レモングラス ガランガル チリ

紫蘇 レモン 昆布

菜の花 グリーンカール 水菜 クレソン ライスヌードル ごま

グリーンピース ココナッツ 生姜 レッドカレー

カイラン菜 空芯菜 ふきのとう 里芋 うるい

パクチー レモングラス レッドチリ エシャロット

ライスヌードル エビ もやし パクチー ピーナッツ タマリンド

タイ米 干しエビ 玉ねぎ パイナップル ピーナッツ 唐辛子 

ココナッツ レモン

or

アレルギーに関しましてはスタッフまでお問い合わせください / こちらのメニューは税込表記です
Longrainのお米は全てタイ産、国産の商品を使用しています / 17:30以降はサービス料 10%頂戴致します

or

スパイシーポーク タルト

イカのイエローカレーフリッター

ソフトシェルシュリンプ トムヤムマリネ

真鯛のマリネ ニラミントソース

ささみとエゴマの生春巻き

鰆のグリル トムカーソース

クライングタイガー 飛騨牛

青いお米のカオヤム 

 

バナナとピーナッツアイスのミルフィーユ仕立て

コーヒー　または　タイティ

パクチー ミント レモングラス レッドチリ ライスペーパー

シナモン 八角

ライムリーフ レモングラス ガランガル チリ

紫蘇 レモン 昆布

菜の花 グリーンカール 水菜 クレソン ライスヌードル ごま

グリーンピース ココナッツ 生姜 レッドカレー

パクチー レモングラス レッドチリ エシャロット

タイ米 干しエビ 玉ねぎ パイナップル ピーナッツ 唐辛子 

ココナッツ レモン
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Spicy pork cracker

Fried yellow curry squid

Soft shell shrimp

Cured snapper, leek and mint dressing

Fresh spring rolls, chicken, wild sesame

Grilled spanish mackerel, tom kha

Braised matsusaka pork

Crying tiger -hanging tender steak +1100

Crying tiger -Hida beef +2200

Pad thai

Option : Khao Yam +2000

Option : Green curry +1100 

Banana, peanuts ice cream, mille feuille

Co�ee  or  Thai tea

Coriander, mint, lemongrass, red chilli, rice paper

Cinnamon, star anise

Lime leaf, lemongrass, ginger, chilli

Shiso leaf, lemon, kelp, mint

Mizuna, watercress, rice noodles, sesame

Coconut, ginger, red curry

Chinese broccoli, morning glory

Red chilli, hot and sour sauce

Rice noodles, shrimp, bean sprouts, coriander, peanuts

Thai rice, dried shrimp, onion, pineapple, peanuts, chilli

Coconut, lemon

or

Please inform the sta� if you have any allergies and / or dietary restrictions.
The price on the menu is tax inclusive. From 17:30, 10% service charge will also be added separately.

Japanese or Thai rice is  used on our menu.

or

Spicy pork cracker

Fried yellow curry squid

Soft shell shrimp

Cured snapper, leek and mint dressing

Fresh spring rolls, chicken, wild sesame

Grilled spanish mackerel, tom kha

Crying tiger -Hida beef steak

Khao Yam

Banana, peanuts ice cream, mille feuille

Co�ee  or  Thai tea

Coriander, mint, lemongrass, red chilli, rice paper

Cinnamon, star anise

Lime leaf, lemongrass, ginger, chilli

Shiso leaf, lemon, kelp, mint

Mizuna, watercress, rice noodles, sesame

Coconut, ginger, red curry

Red chilli, hot and sour sauce

Thai rice, dried shrimp, onion, pineapple, peanuts, chilli

Coconut, lemon
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