
550

550

880

1430

1430

2750

3300

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

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

Seasonal menu

Longrain original menu

ソムタム スパイシーグリーンパパイヤサラダ

アジアングリーン オイスター炒め

 

クライングタイガー 牛ハラミ ホット＆サワーソース

ポークホック スパイシーキャラメリゼ チリビネガー　

パッタイ

シーフードグリーンカレー

ベジタブル アロマティック イエローカレー

1650

1430

3520

2530

2200

2200

2200

グリーンパパイヤ インゲン ミニトマト タマリンド グリーンチリ 干しエビ ピーナッツ

空芯菜 パクチョイ 江戸菜 レッドチリ ニンニク オイスターソース

パクチー レモングラス レッドチリ エシャロット

豚 シナモン アニス パクチー レッドチリ

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

ソフトシェルクラブ 茄子 インゲン グリーンチリ パクチー バジル

かぼちゃ 茄子 イエローズッキーニ フェンネル

Dessert

タロ芋 ケーキ

バナナとピーナッツアイスのミルフィーユ仕立て

本日のアイス / 本日のソルベ

1100

1100

各 550

A LA CARTE

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



550

550

880

1430

1430

2750

3300

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

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

Seasonal menu

Longrain original menu

Spicy green papaya salad

Stir fried Asian greens

 

Crying tiger - hanging tender steak

Caramelized pork hock

Pad thai with prawns

Seafood green curry

Aromatic yellow curry

1650

1430

3520

2530

2200

2200

2200

Green papaya, green beans, tomato, dried shrimp, peanut

Oyster sauce, garlic

Red chilli, hot & sour sauce

Five spices, chilli vinegar

Rice noodles, bean sprout, peanut

Soft shell crab, eggplant, green beans green chilli, coriander, basil

Pumpkin, eggplant, yellow zucchini, fennel

Dessert

Taro pudding

Banana, peanuts ice cream, mille feuille

Ice cream / Sorbet

1100

1100

 550

A LA CARTE

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.


