
2600Course

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

松阪豚の香味煮込み

クライングタイガー 牛ハラミ ホット＆サワーソース　+600

パッタイ

青いお米のカオヤム  +600

グリーンカレー  +600

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

 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 干しエビ もやし パクチー ピーナッツ

タイ米 干しエビ 玉ねぎ パイナップル ピーナッツ 唐辛子

具材はスタッフまでお尋ねください 

or

Dessert

コーラ / ジンジャーエール / タイティ / コーヒー

カフェラテ / フレッシュハーブティ

Drink

+300

+500

+300

+600

タロ芋のケーキ

バナナとピーナッツアイスのミルフィーユ仕立て 

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 牛ハラミ ホット & サワーソース

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

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 チリ

ココナッツ レモン

コーヒー ,  タイティ ,  コーラ ,  ジンジャーエール

カフェラテ (+200), フレッシュハーブティ (+200)

5000Course

or

or
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トマト ソムタム

パッタイ

カオヤム　+300

本日の Longrainカレー　+300

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 +300

or

or

ライスヌードル 干しエビ もやし パクチー ピーナッツ

タイ米 干しエビ 玉ねぎ パイナップル ピーナッツ 唐辛子 

具材はスタッフまでお尋ねください

コーラ / ジンジャーエール / タイティ / コーヒー

カフェラテ / フレッシュハーブティ

Drink

+300

+500

Salad

Main
Choose 1 item

Dessert
Choose 1 item or

トマト ソムタム

パッタイ

カオヤム　+300

本日の Longrainカレー　+300

 

or

or

ライスヌードル 干しエビ もやし パクチー ピーナッツ

タイ米 干しエビ 玉ねぎ パイナップル ピーナッツ 唐辛子 

具材はスタッフまでお尋ねください

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

Dessert

コーラ / ジンジャーエール / タイティ / コーヒー

カフェラテ / フレッシュハーブティ

Drink

+300

+500

+300

+600

Salad

Main
Choose 1 item



2600Course

Cured snapper, leek and mint dressing

Fresh spring rolls, chicken, wild sesame 

Braised matsusaka pork

Crying tiger -hanging tender steak　+600

Pad thai

Khao Yam +600

Green curry +600

Shiso leaf, lemon, kelp, mint

Mizuna, watercress, rice noodle, sesame

Chinese broccoli, morning glory

Red chilli, hot and sour sauce

Rice noodles, dried shrimp, bean sprouts, coriander, peanuts, lime, chilli

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

or

Dessert

+300

+600

Coca Cola / Ginger Ale / Thai tea / Co�ee 

Cafe Latte / Fresh herb tea

Drink

+300

+500

Taro pudding

Banana, peanuts ice cream, mille feuille

Cured snapper, leek and mint dressing

Fresh spring rolls, chicken, wild sesame

Grilled spanish mackerel, tom kha

Crying tiger -hanging tender steak

Khao yam

Banana, peanuts ice cream, mille feuille

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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Coca Cola   Ginger Ale

Thai tea ( Hot / Iced )   Co�ee ( Hot / Iced )   

Cafe Latte  ( Hot / Iced ) ( +200)

Fresh herb tea ( +200)

or

or
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Spicy tomato and green papaya salad

Pad thai

Khao Yam　+300

Today’ s Longrain curry　+300

or

or

Rice noodles, dried shrimp, bean sprouts, coriander, peanuts

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

Please ask our sta� for today’ s curry

Coca Cola / Ginger Ale / Thai tea / Co�ee 

Cafe Latte / Fresh herb tea

Drink

+300

+500

Taro pudding

Banana, peanuts ice cream, mille feuille

Dessert

+300

+600

Salad

Main
Choose 1 item

Spicy tomato and green papaya salad

Pad thai

Khao Yam　+300

Today’ s Longrain curry　+300 

Taro pudding

Banana, peanuts ice cream, 

mille feuille　               +300

or

or

Rice noodles, dried shrimp, bean sprouts, coriander, peanuts

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

Please ask our sta� for today’ s curry

Coca Cola / Ginger Ale / Thai tea / Co�ee 

Cafe Latte / Fresh herb tea

Drink

+300

+500

or

Salad

Main
Choose 1 item

Dessert
Choose 1 item


