A LA CARTE
“ミャンカム” 海老 ピーナッツソース

1p / 400

“ミャンカム” フレッシュシトラスとココナッツ

1p / 400

シーフード揚げ春巻 タイバジルとグリーンチリソース

1p / 800

“エッグネット” ビーンスプラウトサラダ

full / 2300

half / 1380

“ソムタム” スパイシーグリーンパパイヤサラダ

full / 1600

half / 960

フライドチキン ココナッツターメリックソース

full / 2800

half / 1680

ポークホック スパイシーキャラメリゼ チリビネガー

full / 2500

half / 1500

“クライングタイガー” ホット＆サワーソース 牛ハラミ

full / 3400

half / 2040

ショートリブ

full / 4800

half / 2880

フィレ

full / 5500

half / 3300

アジアングリーン野菜のオイスターソース炒め
パッタイ
“バーミーヘン”

1800
full / 2500

タイ式まぜそば

イエローカレーヌードル

Longrain スタイル

half / 1500
2500

クリスピーチキン

2600

タラバガニとパイナップルのフライドライス

2800

季節の野菜のアロマティックイエローカレー

full / 2800

half / 1680

シーフードグリーンカレー

full / 3200

half / 1920

マッサマンカレー

full / 3200

half / 1920

Longrain カレー 3 種盛り合わせ

3500

ジャスミンライス

500

KIDS MENU
パッタイ

1000

野菜のフライドライス

1000

DESSERT

DISHES ARE
DESIGNED TO
BE SHARED
PLEASE BE
AWARE THAT
WE ARE UNABLE
TO GUARANTEE
ANY DISH IS
COMPLETELY FREE
OF RESIDUAL
NUT OILS OR
TRACES OF
SHELLFISH

ココナッツゼリー
ブラックスティッキーライス シーズナルフルーツ

1000

バナナのキャラメリゼ キャラメルバナナカスタード ブラックスティッキーライス

1600

パパイヤ レモングラス ブラック & ホワイトソルベ

1600

チョコレートムース ゴマ パッションフルーツ ココナッツアイス

1800

タロプディング カシューナッツアイスクリーム ココナッツソース

1600

Longrain デザート盛り合わせプレート

2800

シーズナルソルベ

600

シーズナルアイスクリーム

600

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 のお米は全て国産またはタイ産の商品を使用しています
17:00 以降はサービス料 10% 頂戴致します

LUNCH

1300

Salad

本日のサラダ

Main

本日のカレー
or

Choose 1 item

Longrain カレー 3 種盛り合わせ (+1000)
or

“パッタイ” ライスヌードル ライム チリ (+200)
or
“バーミーヘン” タイ式まぜそば

Longrain スタイル (+200)

Dessert

Longrain ミニデザート (+300)

Drink

タイティー ( Hot / Ice ) コーヒー ( Hot / Ice )

Choose 1 item

カフェ ラテ ( Hot / Ice ) ( +200 )

フレッシュハーブブレンド ( +300 )
コカ コーラ ジンジャーエール

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のお米は全て国産またはタイ産の商品を使用しています

LUNCH

2800

LUNCH

4800

Appetizer

“ミャンカム” 海老 ピーナッツソース
or

Appetizer

“ミャンカム” 海老 ピーナッツソース
“ミャンカム” フレッシュシトラスとココナッツ

Salad

“ソムタム” スパイシーグリーンパパイヤサラダ
or

Choose 1 item

Salad

Choose 1 item

“ミャンカム” フレッシュシトラス ココナッツ
“ソムタム” スパイシーグリーンパパイヤサラダ
or

“エッグネット” ビーンスプラウトサラダ (1P / +500)

Special Dish
Choose 1 item

フライドチキン ココナッツターメリックソース
or
“クライングタイガー” ホット＆サワーソース

Choose 1 item

Meat
Choose 1 item

Choose 1 item

ポークホック
or

スパイシーキャラメリゼ チリビネガー

“クライングタイガー” ホット＆サワーソース

牛ハラミ or ショートリブ (1p / +700) or フィレ (1p / +1000)

牛ハラミ (1p / +500) or ショートリブ (1p / +1200) or フィレ (1p / +1500)

Main

“エッグネット” ビーンスプラウトサラダ

“バーミーヘン” タイ式まぜそば Longrain スタイル

Curry

or

Choose 1 item

“パッタイ” ライスヌードル ライム チリ
or

季節の野菜のアロマティックイエローカレー
or
マッサマンカレー
or

シーフードグリーンカレー

タラバガニとパイナップルのフライドライス (1P / +300)
or
シーフードグリーンカレー (1P / +600)

Choose 1 item

シーズナルアイス
or

Drink

タイティー ( Hot / Ice ) コーヒー ( Hot / Ice )

Dessert

Choose 1 item

Longrain シーズナルデザート (1p / +300)

カフェ ラテ ( Hot / Ice ) ( +200 )

フレッシュハーブブレンド ( +300 )
コカ コーラ ジンジャーエール

Choose 1 item

シーズナルアイス
or

Drink

タイティー ( Hot / Ice ) コーヒー ( Hot / Ice )

Dessert

Choose 1 item

Longrain シーズナルデザート (1p / +300)

カフェ ラテ ( Hot / Ice ) ( +200 )

フレッシュハーブブレンド ( +300 )
コカ コーラ ジンジャーエール

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のお米は全て国産またはタイ産の商品を使用しています

DESSERT
タロプディング カシューナッツアイスクリーム
ココナッツソース

1600

ココナッツゼリー
ブラックスティッキーライス シーズナルフルーツ

1000

バナナのキャラメリゼ キャラメルバナナカスタード
ブラックスティッキーライス

1600

パパイヤ レモングラス ブラック & ホワイトソルベ

1600

チョコレートムース ゴマ パッションフルーツ ココナッツアイス

1800

Longrain デザート盛り合わせプレート

2800

シーズナルソルベ

600

シーズナルアイスクリーム

600

COFFEE & TEA
コーヒー
ラテ
エスプレッソ
フレッシュ コリアンダー
フレッシュ レモングラス
フレッシュ ミント

600
650
500
900
900
900

アールグレイ

700

ダージリン

700

ライチ ティー

700

タイ ティー

700

バタフライピー

700

ジャスミン

700

ウーロン

700

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 のお米は全て国産またはタイ産の商品を使用しています
17:00 以降はサービス料 10% 頂戴致します

A LA CARTE
Miang Kham, persimmon, prawn, mint, peanut

1p / 400

Miang Kham, pomelo, coconut, cashew, chilli

1p / 400

Seafood spring roll, Thai basil, sweetcorn, green chilli

1p / 800

Filled eggnet, pork, prawns, peanuts, cucumber relish

full / 2300

half / 1380

Green papaya salad, dried shrimp, peanut

full / 1600

half / 960

Thai fried chicken, turmeric, wild ginger and coconut cream

full / 2800

half / 1680

Caramelised pork hock, five spice, chilli vinegar

full / 2500

half / 1500

“Crying tiger” Hanging tender

full / 3400

half / 2040

Short rib

full / 4800

half / 2880

Tenderloin

full / 5500

half / 3300

Stir fried Asian greens, garlic, oyster sauce

1800
full / 2500

Pad Thai with peanuts

half / 1500

Grilled black pepper pork and egg noodles, aromatic broth

2500

Yellow chicken curry soup, crisp egg noodles, pickled greens

2600

Crab and pineapple fried rice

2800

Aromatic spiced yellow curry, Seasonal vegetables

full / 2800

half / 1680

Seafood green curry, eggplant and baby corn

full / 3200

half / 1920

Massaman curry

full / 3200

half / 1920

Longrain original three curry bowl

3500

Thai jasmine rice

500

KIDS MENU
Stir fried rice noodle, egg, tofu

1000

Fried rice, egg, vegetables

1000

DESSERT

DISHES ARE
DESIGNED TO
BE SHARED
PLEASE BE
AWARE THAT
WE ARE UNABLE
TO GUARANTEE
ANY DISH IS
COMPLETELY FREE
OF RESIDUAL
NUT OILS OR
TRACES OF
SHELLFISH

Layered Longrain special
Black sticky rice, coconut jelly, vanilla tapioca, seasonal fruit

1000

Caramel & Banana custard with grilled banana

1600

Papaya, Lemonglass, Black & White sorbet

1600

Chocolate mousse, sesame, passion fruit, coconut ice cream

1800

Taro pudding, sweet coconut cream, Praline cashew nut ice cream

1600

Dessert sample plate with vanilla tapioca,
black sticky rice, pandan cream puffs, ice cream and sorbet

2800

Seasonal sorbet

600

Seasonal ice cream

600
Please ask the staff for any dietary requirements or for food allergies
All prices are without tax / We use Japanese or Thai rice on our menu
10% service charge will be added from 17:00

LUNCH

1300

Salad

Today`s Salad

Main

Today’ s curry

Choose 1 item

or

Longrain original three curry bowl (+1000)
or

Pad Thai with peanuts, chilli and lime (+200)
or

Grilled black pepper pork and egg noodles, aromatic broth (+300)

Dessert

Longrain mini dessert (+300)

Drink

Thai tea ( Hot / Ice ) Coffee ( Hot / Ice )
Coca Cola Ginger Ale
Cafe Latte ( Hot / Ice ) (+200)
Fresh Herb Blend (+300)

Choose 1 item

Please ask the staﬀ for any dietary requirements or for food allergies
All prices are without tax / We use Japanese or Thai rice on our menu

LUNCH

2800

LUNCH

4800

Appetizer

Miang Kham, persimmon, prawn, mint, peanut

Appetizer

Choose 1 item

or

Miang Kham, persimmon, prawn, mint, peanut
Miang Kham, pomelo, coconut, cashew, chili

Green papaya salad, dried shrimp, peanut

Salad

Green papaya salad, dried shrimp, peanut

or

Choose 1 Item

or

Miang Kham, pomelo, coconut, cashew, chili

Salad

Choose 1 item

Filled eggnet, pork, prawns, peanuts, cucumber relish (1P / +500 )

Special Dish
Choose 1 item

Thai fried chicken, turmeric,
wild ginger and coconut cream

Filled eggnet, pork, prawns, peanuts, cucumber relish

Meat

Caramelised pork hock, five spice, chilli vineger

Choose 1 Item

or

Crying tiger
Hanging tender or Short rib (1p / +700) or Tenderloin (1p / +1000)

or

Crying tiger
Hanging tender (1p / +500)
or Short rib (1p / +1200) or Tenderloin (1p / +1500)

Main

Grilled black pepper pork and egg noodles, aromatic broth

Curry

Aromatic spiced yellow curry, Seasonal vegetables

Choose 1 item

or

Choose 1 Item

or

Pad Thai with peanuts, chilli and lime

Massaman curry

or

or

Crab and pineapple fried rice (1P / +300 )

Seafood green curry, Thai eggplant, baby corn, basil

or

Seafood green curry, Thai eggplant, baby corn, basil (1P / +600)

Dessert

Seasonal ice cream

Dessert

Seasonal ice cream

Choose 1 item

or

Choose 1 Item

or

Longrain seasonal dessert (+300)

Longrain seasonal dessert (1p / +300)

Drink
Choose 1 item

Thai Tea ( Hot / Ice ) Coffee ( Hot / Ice )
Coca Cola Ginger Ale
Cafe Latte ( Hot / Ice ) (+200)
Fresh Herb Blend (+300)

Drink
Choose 1 item

Thai Tea ( Hot / Ice ) Coffee ( Hot / Ice )
Coca Cola Ginger Ale
Cafe Latte ( Hot / Ice ) (+200)
Fresh Herb Blend (+300)

Please ask the staﬀ for any dietary requirements or for food allergies
All prices are without tax / We use Japanese or Thai rice on our menu

DESSERT
Taro pudding, sweet coconut cream,
Praline cashew nut ice cream

1600

Layered Longrain special
Black sticky rice, coconut jelly, vanilla tapioca, seasonal fruit

1000

Caramel & Banana custard with grilled banana

1600

Papaya, Lemonglass, Black & White sorbet

1600

Chocolate mousse, sesame, passion fruit, coconut ice cream

1800

Dessert sample plate with vanilla tapioca,
Black sticky rice, pandan cream puffs, ice cream and sorbet

2800

Seasonal sorbet

600

Seasonal ice cream

600

COFFEE & TEA
Coffee

600

Earl Grey

700

Cafe Latte

650

Darjeeling

700

Espresso

500

Lychee tea

700

Fresh Coriander

900

Thai tea

700

Fresh Lemongrass

900

Butterfly pea

700

Fresh Mint

900

Jasmine

700

Oolong

700

