
大人様プレート

お子様プレート

バターチキンカレー

週替わりパスタ

 ¥1,480

¥1,580

 ¥1,580

チーズダッカルビ風
フライドチキン

 ¥1,580

 ¥880

　¥1,580

すべて

ドリンクバ
ー

デザート
が ついて

くる！

+250yen
ミニパルフェに
ランクアップ！

ガチャガチャコインつき

ガチャガチャコインつき

粗挽きハンバーグ

お子様うどん
¥480

お子様カレー
¥480

キ
ッ
ズ
の
み

ん
な
はこ
ちら♪

ガチャガチャコインつき

E I G H T  P A R K  C A F E  A K A I K E

※税別価格を表記しております。
※商品写真はイメージです　※お野菜や副菜は季節や仕入れ状況により変更いたします

HAVE  A  GOOD

H A P P Y
T I M E

F U N  F U N  M E N U



Let ’s
 sha

re

Ice P
late!

Ice Plate

キンキンに冷やしたスレートプレートに
様々な味のアイスクリームや彩り良いフ
ルーツを飾りました。

ワッフルアイスプレート

¥880+税

Fondant Chocolat

とろーりフォンダンショコラ

¥880 +税

オリジナルケーキやみんなでシェアしたくなるようなアイスプレート

SWEETS MENU 03

Original cake & ice

※商品画像はイメージとなります

SET DRINK ブレンドコーヒー HOT/ICE

カフェラテ HOT/ICE

紅茶 HOT/ICE

ウーロン茶 HOT/ICE

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ジンジャーエール

レモンスカッシュ

コーラ

グラスワイン  赤 / 白

ミニビール
+ ¥200 +税

15:30-21:00 [  L .O.  20:30 ]

DESSERT
menu

15:30-21:00 [  L .O.  FOOD 20:00 /  DRINK 20:30]

F O O D & D R I N K

1オーダー制のため、お客様一人につき必ず 1品ご注文をお願いいたします〈4 歳以上〉



We Love Pancake

Berry Berry

choco banana
ストロベリー・ブルーベリー・ラズベリーと３種
類のベリーをふんだんに使用した人気パンケー
キ。濃厚な特製イチゴソースとメープルシロップ
を絡めてお召し上がりください。

Triple Berr y
Pancake

Chocolate
Crash Banana
French

Berr y
Paradise
French

トリプルベリーパンケーキ

特製ソースとフルーツを贅沢に使用したパンケーキはボリューム満点

¥1,180 +税

¥1,180 +税

SWEETS MENU 02

PANcake

※商品画像はイメージとなります

シンプルにパンケーキを楽しむならこれで決まり。ふわふわ
な生クリームをパンケーキに絡めてお召し上がりください。

Standard Pancake

スタンダードパンケーキ

¥980 +税

Standard French

スタンダードフレンチ

¥980 +税

チョコレートクラッシュバナナフレンチ

¥1,180 +税

ベリーパラダイスフレンチ

こだわりのレシピで仕上げた焼きたてのフレンチトースト

french toast

Chocolate Banana
Pancake

チョコレートバナナパンケーキ

¥1,080 +税

SET DRINK ブレンドコーヒー HOT/ICE

カフェラテ HOT/ICE

紅茶 HOT/ICE

ウーロン茶 HOT/ICE

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ジンジャーエール

レモンスカッシュ

コーラ

グラスワイン  赤 / 白

ミニビール
+ ¥200 +税

※商品画像はイメージとなります

SET DRINK ブレンドコーヒー HOT/ICE

カフェラテ HOT/ICE

紅茶 HOT/ICE

ウーロン茶 HOT/ICE

オレンジジュース

グレープフルーツジュース

ジンジャーエール

レモンスカッシュ

コーラ

グラスワイン  赤 / 白

ミニビール
+ ¥200 +税

SWEETS MENU 01



FRITTER

ロメインレタスの
シーザーサラダ

DINNER menu [ L.O.20:00 ]
17:00-21:00

Antipasto

¥900 +税いわしとプチトマトのアヒージョ

ばばーん！！
ダイナミックに焼いたロメインレタスをみんなで切り分けて食べよう！

くるんくるんのフライドポテト。
お好きなフレーバーを 1つ選んでね！¥1,100+税

サイコロの数字に合わせて 3 種類の具材をトッピング。
どんなピザができるかな？みんなでチャレンジしてみよう！
※具材はイメージのため、変わる可能性があります

しゃかしゃか♪カーリーポテト

わくわく楽しい！MYオリジナルピザわくわく楽しい！MYオリジナルピザ

ジューシー
唐揚げ

¥1,200+税¥1,200+税

まぜまぜポテトサラダ

みんなでまぜまぜして楽しく食べよう！
好きなまぜ具合、大きさにつぶして食べ
られるよ♪

¥1,250+税

フレッシュトマトのマルゲリータ

フレッシュトマトとトマトソースのピザ。
ピザといえば？マルゲリータ！

¥950+税

玉ねぎとベーコンのタルトフランベ

クリームソースに玉ねぎとベーコンをたっぷり
乗せた、お子様も喜ぶピッツァ！

¥850+税

気まぐれサラダ
シェフの気まぐれで作る、オリジナルの
サラダ！お楽しみに～♪

¥850+税

追加バケット（5 枚）

¥550+税

¥777+税

好きなフレーバーを 1つ選ぼう

● コンソメ
● のりしお

プリっと海老にきのこの具だくさんアヒージョ。
ついつい手が伸びて止まらなくなる！

オイルサーディンを使ったちょっぴり大人な1品！
塩気が程よくおつまみにも最高♪

おつまみにもおやつに
もなるバターナッツ！
バケット付き♪

人参ラペ・ナッツ・カプレーゼ・ローストビー
フの贅沢な 4 種盛り♪

SALAD
サラダ

AHIJO
アヒージョ

前菜

揚げ物

ピッツァ

Choose a flavor!

1フレーバー追加 ＋¥80 +税

バターナッツの
オーブン焼き
¥550 +税

前菜盛り合わせ

ミニトマトとモッツァレラの
カプレーゼ

EIGHTPARKCAFE のオリジナル！
優しい甘みのある人参ラペ。

人参ラペ  ¥400 +税

甘酸っぱいバルサミコソースがたまらない！
おつまみに是非♪

ローストビーフ  ¥850 +税

● BBQ

● カリー

海老ときのこのアヒージョ ¥860 +税

¥1,000 +税

¥850 +税

¥250 +税

PIZZA

★バゲット付き ★バゲット付き

ポテトサラダに入れちゃう？
自分好みにアレンジしてみよう

MazeMaze

MazeMaze

Let’s try!



DINNER menu [ L.O.20:00 ]
17:00-21:00

SIDE DISH おかず

BBQ!
牛肉ステーキ

★カーリーポテト付き

つくろう！
わくわくミニハンバーガーキット ¥550+税¥550+税

¥1,650+税

ロコモコライス
¥1,180 +税

ローストビーフライス
¥1,450 +税

8 カレー
¥1,000 +税

大葉ソースのめんたいパスタ
¥950 +税

大葉のさわやかなソースを絡めて食べる
めんたいパスタ★

オリジナルの大葉ソースはくせになる！

しっかりごはんを食べるにはこちら！
具だくさんのロコモコが魅力的。

具材はその日によって違うぞ！
自分でカレーをかける

キャンプスタイルで食べてみよう。

醤油とバルサミコを混ぜた特製ソースで
さっぱり食べられちゃいます！

お好みでわさびを付けて召し上がれ。

ミートボールとモッツァレラチーズが
ごろごろ入ったボリューミーなパスタ！

少しピリッとした肉そぼろと
ごま油の香りが癖になるライスヌードル。

〆にもおすすめ！

ミート！ミート？！ボールチーズパスタ
¥1,180 +税

まぜまぜライスヌードル
¥980 +税

PASTA&NOODLE パスタ
& ヌードル

RICE ごはん

ステーキセット

ステーキ単品
¥1,950+税

柔らかーいお肉を豪快に盛り付けた牛肉
ステーキ！お好みで玉ねぎソースをかけ
て召し上がれ。

皮はパリッと、身はジューシーなサーモ
ンステーキ！お好みで特製フレッシュトマ
トソースをかけて召し上がれ。

BBQ!
サーモンステーキ

楽しくごはんがたべられるおこさまキット！
楽しく自分で具材を挟んで食べよう♪

とろーりチーズの
エンチラーダ
¥900 +税

旨辛！
バッファロー・チキンウイング
¥980 +税

まるっとコーンバター
1本 ¥650 +税

SET DRINK

もりもりハンバーグ
¥900 +税

Steak Set

単品ライス ¥300 +税

ライス大盛り ＋¥150 +税

お好きなステーキ
〈 ハーフサイズ 〉

ライス

ドリンク

ブレンドコーヒー（H/I）
カフェラテ（H/I）
紅茶（H/I）

ウーロン茶（H/I）
オレンジジュース

グレープフルーツジュース
ジンジャーエール
レモンスカッシュ

コーラ
グラスワイン（赤 / 白）

ミニビール

わくわく♪
小さめのハンバーグがたくさん
乗った、夢のようなハンバーグ♪

ぐつぐつオーブンで焼き込んだ
ソーセージをトルティーヤで巻き、
ふんだんにトマトソースとミート
ソースを使ったメニュー！

シンプルに塩とバターで味付け
した丸かじりコーン！みんなでか
じってみよう。小さなおこさまに
は初丸かじり体験だ！

本場アメリカンなバッファローチ
キン。愛知県のなじみ深い手羽
先を使ったすっぱ辛いお酒のす
すむ 1品！！！  ＊5 本入り

※ライスヌードルは大盛り不可
パスタ大盛り ＋¥150 +税


