
パッタイ ( サラダ付き )

アロマティック イエローカレー ( サラダ付き )

カオヤム 青いジャスミン米 ( サラダ付き )

ライスヌードル 干しエビ もやし エシャロット パクチー 

 ナス インゲン オクラ パプリカ ヤングコーン 本日の食材 

タイ米 干しエビ 緑豆 パイナップル 赤玉ねぎ ピーナッツ 

本日のアイス /ソルベ

ミルフィーユ ホワイトチョコレート ミント ココナッツ

  600

1000

タイティ / コーヒー

白茶 / ジャスミンティ / バタフライピー / カモミール

ライチティ / ドラゴンフルーツティ / ベトナムハス茶

カフェラテ / フレッシュハーブティ

1300

1400

1500

A la carte menu

マダイ 菜の花 グレープフルーツ ミント バジル

生春巻き 鶏むね タマリンド パイナップル

メバル タラの芽 わらび グリーンマサラ

霧島ポーク チポトレ ハーブソルト バンブーサラダ

クライングタイガー 牛ハラミ

1400

1500

1800

3000

3800

+250

+250

+300

+200

3700

マダイ 菜の花 グレープフルーツ ミント バジル

生春巻き 鶏むね タマリンド パイナップル

霧島ポーク チポトレ ハーブソルト バンブーサラダ

or

クライングタイガー 牛ハラミ +800

カオヤム 青いジャスミン米

or 

Longrainグリーンカレー  +600

ミルフィーユ ホワイトチョコレート ミント ココナッツ

タイティ / コーヒー

白茶 / ジャスミンティ / バタフライピー / カモミール

ライチティ / ドラゴンフルーツティ /ベトナムハス茶

カフェラテ / フレッシュハーブティ 

+250

+250

+300

1300～



Kirishima pork, Chipotle Peppers, Hrabal salt
Bamboo Shoot Salad

Crying tiger -Hanging tender steak +800

Khao yam

Longrain green curry +600

Thai tea /  Coffe 

White tea / Jasmine tea / Butterfly pea tea / Chamomile   +250  

Lychee tea / Dragon fruit tea                                        +250 

Cafe Latte / Fresh herb tea                                           +250

Mille-Feuille, White Chocolate,
Mint, Coconut

Sea Bream, Canola Flower, Grapefruit, Mint, Basil 

 
Fresh Spring Roll, Chicken Breast

Rockfish, Araila Sprouts

Kirishima pork, Chipotle Peppers, Hearabal salt

Crying tiger -Hanging tender steak

Mille-Feuille, White Chocolate, Mint, Coconut

Ice cream / Sorbet

Thai tea / Coffee

Whtie tea / Jasmine tea / Butterfly pea tea

Lychee tea / Dragon fruit tea / Chamomile

Cafe Latte / Fresh herb tea

A la carte menu

1400

1500

1800

3000

3800

 600

1000

Pad thai
Rice noodles, dried shrimp, bean sprouts, coriander

Khao yam
Thai rice, dried shrimp, mung beans, pineapple, red onion, peanuts

Yellow curry
Please ask our staff dor today’ s curry

                      

1400

1300

1500

Sea Bream, Canola Flower
Grapefruit, Mint, Basil 

Fresh Spring Roll, Chicken Breast

3700

+300

+250

+250

+200


