A LA CARTE
Seasonal menu
スパイシーポーク タルト

500

イカのブラックペッパーフリッター

300

きびなご 麻辣コンフィ

400

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

ブラックペッパーソース スパイスソルト

花山椒 クミン レッドチリ ショウガ ニンニク

藁焼き鰹 レッドナムジムソース

1500

ハーブと野菜の生春巻き 茄子レリッシュ

1200

鰤の香味蒸し ブラックビーンズソース

2300

せせらぎポークのグリル ホーリーバジルソース

2300

フェンネル パクチー レモングラス ライムリーフ チリ

スズキ 大葉 ミント パクチー 人参 ディル 大根ピクルス ライスヌードル

冬瓜 茄子 黄ニラ パクチー わけぎ

皮付きヤングコーン とうもろこし ホーリーバジル

Longrain original menu
ソムタム スパイシーグリーンパパイヤサラダ

1500

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

アジアングリーン オイスター炒め

1300

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

クライングタイガー 牛ハラミ ホット＆サワーソース

3200

パクチー レモングラス レッドチリ エシャロット

ポークホック スパイシーキャラメリゼ チリビネガー

2000

豚 シナモン アニス パクチー レッドチリ

パッタイ

2000

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 ライム チリ

シーフードグリーンカレー

2000

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

ベジタブル アロマティック イエローカレー

2000

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

1000

マンゴーとココナッツのパブロバ

1000

本日のアイス / 本日のソルベ

各

500

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別表記です
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

A LA CARTE
Seasonal menu
Spicy pork tart

500

Coriander, mint, lemongrass, red chilli, rice paper

Fried black pepper squid

300

Black pepper dressing, spicy salt

Silver stripe round herring, Mala sesoning confit

400

Szechuan pepper, cumin, red chilli, ginger, garlic

Grilled bonito, red nahm jim sauce

1500

Fennel, coriander, lemongrass, lime leaf, chilli

Fresh spring rolls, herbs, vegetables, eggplant relish
Fried sea bass, shiso leaf, mint, coriander, dill, pickled radish & carrot, rice noodles

Steamed yellowtail, black beans dressing

1200

2300

Winter melon, eggplant, yellow garlic chive

Grilled pork tenderloin, holy basil dressing

2300

Baby corn, holy basil

Longrain original menu
Spicy green papaya salad

1500

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

Stir fried Asian greens

1300

Oyster sauce, garlic

Crying tiger - hanging tender steak

3200

Red chilli, hot & sour sauce

Caramelized pork hock

2000

Five spices, chilli vinegar

Pad thai with prawns

2000

Rice noodles, bean sprout, peanut, chilli lime

Seafood green curry

2000

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

Aromatic yellow curry

2000

pumpkin, eggplant, yellow zucchini, fennel

Dessert
Taro pudding

1000

Mango, coconut pavlova

1000

Ice cream / Sorbet

各

500

Please inform the staﬀ if you have any allergies and / or dietary restrictions.
From 17:00 10% consumption tax and service charge 10% will be added separately.
Japanese or Thai rice is used on our menu.

