
MENU



バインミー
ピリ辛のベトナミーズサンドウィッチを
テテのテイストでお楽しみください。

※トーストパン、ハム、チーズ、野菜、エスニックソース

--------------　￥700

ピッツァの王道

マルゲリータ
￥1,400
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、バジル、
EXVオリーブオイル

テテオリジナル / ヘルシー茨城県産野菜

ベジタブルスペシャル
￥1,700
トマトソース or バジルソース、
モッツァレラ、パルミジャーノ、レンコン、
パプリカ、ズッキーニ、マッシュルーム、
バジル、、ルッコラ、EXVオリーブオイル

テテオリジナル / 海の幸で笑顔に

シーフードスペシャル
￥1,800
トマトソース or バジルソース、
モッツァレラ、パルミジャーノ、エビ、
アサリ、イカ、バジル、
EXVオリーブオイル

4種のチーズが饗宴

クアトロフォルマッジ
￥1,600
モッツァレラチーズ、ナチュラル、
ゴルゴンゾーラ、パルミジャーノ、
EXVオリーブオイル
○お好みでハチミツをどうぞ

PIZZA
ピッツァ

窯焼きのテテ特製ピッツァをお楽しみください！

SAND
サンド

テテが心を込めてお贈りするオリジナルサンドをどうぞ！

※上記の写真はイメージです。 ●上記の表示価格はすべて消費税込の金額でございます。

テテオリジナル / ベジ＆シーフード

ハーフ＆ハーフ
￥1,750
トマトソース or バジルソース、
モッツァレラ、パルミジャーノ、レンコン、
パプリカ、ズッキーニ、マッシュルーム、
バジル、エビ、アサリ、イカ、バジル、
EXVオリーブオイル

テテオリジナル / お子様にもオススメ

コーン＆ソーセージ
￥1,450
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、コーン、ソーセージ、
EXVオリーブオイル

サラダ＆ドリンクセット
ランチに最適のセットです。

--------------　￥350

【ドリンクは下記よりお選びいただけます】
　コーヒー (ホット or アイス )、ティー (ホット or アイス )、
　ジャスミンティー (ホット or アイス )、オレンジジュース、アップルジュース
　※ホットコーヒー以外のドリンクサイズは少し小さめです。

SET A

対象：ピッツァ、バインミー



ポテト＆チーズ
ドリンクとともにブレイクをお楽しみください。

--------------　￥650

トマトチーズリゾット
小腹にリゾット！ランチにも最適です。

--------------　￥850

テテ特製アヒージョ (with バゲット 4枚 )
茨城県産野菜やエビを使用したオリジナルアヒージョ。

--------------　￥850

・バゲット 4枚 おかわり --------------　￥150

手づくりスイーツ
パティシエが贈る一品！（種類はスタッフにおたずねください）

-----------　￥400

スイーツアソート (写真 )
当店人気！ 8種のケーキの盛り合わせです。

---------　￥1,900

ナポリタンセット
with ポテト、ミニデザート、ジュース（オレンジ or アップル )

お子様大好きナポリタン！

-----------　￥650

パンケーキセット
with ポテト、ミニデザート、ジュース (オレンジ or アップル )

チョコペンでお絵描きも！

-----------　￥650

ドリンクセット

【ドリンクは下記よりお選びいただけます】
　コーヒー (ホット or アイス )、ティー (ホット or アイス )、
　ジャスミンティー (ホット or アイス )、オレンジジュース、アップルジュース
　※ホットコーヒー以外のドリンクサイズは少し小さめです。

--------------　￥200

SIDE
サイド

特製のサイドメニューで、ちょっとランチ、ちょっとブレイクを！

SWEETS
スイーツ

ちょっと時間をスイーツで！

KIDS
キッズ

お子様のメニューも登場！皆様でお楽しみください！

SET B
対象：スイーツ、フルーツサンド

●上記の表示価格はすべて消費税込の金額でございます。※上記の写真はイメージです。

フルーツサンド
新鮮なフルーツを使用した人気のサンドです

　・イチゴ
　・キウイ
　・ミカン
　・メロン
　・ミックス

--------------　￥480
--------------　￥600
--------------　￥650
--------------　￥650
--------------　￥680



ホットコーヒー　8oz
　・ホットコーヒーおかわり
アイスコーヒー　16oz
アイスカフェラテ　16oz
　※ノンカフェインのコーヒーをご希望の方はお申し付けください

ホットティー　８oz
アイスティー　16oz
ジャスミンティー (ホット or アイス )
ハーブティー（マロウブルーフラワー /ホットのみ）

コーラ　16oz
ジンジャエール　16oz
オレンジジュース　16oz
アップルジュース　16oz

テテオリジナル “ノンカフェイン”　16oz
　・サンセット
　　☞アプリコット＆ピーチティー、グレープフルーツジュレ
　・ロイヤルサンセット
　　☞アプリコット＆ピーチティー、アップルジュース、ピーチジュレ
　・パッションハワイアン
　　☞ローズヒップ＆ハイビスカスティー、オレンジジュース、オレンジジュレ

テテオリジナル “シーズナル”　16oz
　・スカッシュ（レモン・ライム・グレープフルーツ）
　・アイスフルーツティー（ピーチ・オレンジ・グレープフルーツ）
　　☞ストレートティー、フルーツジュレ

キッズ　9oz
　・ミルクセーキ（チョコ・バナナ・ストロベリー）
　・カルピス

--------------　￥480
--------------　￥220
--------------　￥500
--------------　￥550

--------------　￥480
--------------　￥500
--------------　￥490
--------------　￥500

--------------　￥400
--------------　￥400
--------------　￥380
--------------　￥380

--------------　￥550

--------------　￥600

--------------　￥550

--------------　￥520
--------------　￥450

--------------　￥300
--------------　￥300

ビール バドワイザー（330ml）
ビール ハイネケン（330ml）
グラスワイン（白 or 赤）

--------------　￥600
--------------　￥650
--------------　￥500

SOFT DRINK
ソフトドリンク

ALCOHOL
アルコール

テテオリジナルも含めてそれぞれお楽しみください！

ピッツァのおともにそうぞ！（お車を運転される方の飲酒はお控えください）

●上記の表示価格はすべて消費税込の金額でございます。



TO GO DRINK　テイクアウト ドリンク
ホットコーヒー
アイスコーヒー
アイスカフェラテ

コーラ
ジンジャエール
オレンジジュース
アップルジュース

テテオリジナル “ノンカフェイン”
　・サンセット
　　☞アプリコット＆ピーチティー、グレープフルーツジュレ
　・ロイヤルサンセット
　　☞アプリコット＆ピーチティー、アップルジュース、ピーチジュレ
　・パッションハワイアン
　　☞ローズヒップ＆ハイビスカスティー、オレンジジュース、オレンジジュレ

テテオリジナル “シーズナル”
　・スカッシュ（レモン・ライム・グレープフルーツ）

キッズ
　・ミルクセーキ（チョコ・バナナ・ストロベリー）
　・カルピス

--------------　￥450
--------------　￥470
--------------　￥540

--------------　￥380
--------------　￥380
--------------　￥360
--------------　￥360

--------------　￥540

--------------　￥590

--------------　￥540

--------------　￥500

--------------　￥290
--------------　￥290

●上記の表示価格はすべて消費税込の金額でございます。

M E NU
テイクアウト

※裏面にフードメニューがございます。



フルーツサンド
新鮮なフルーツを使用した人気のサンドです

　・イチゴ
　・キウイ
　・ミカン
　・メロン
　・ミックス

--------------　￥470
--------------　￥590
--------------　￥640
--------------　￥640
--------------　￥670

バインミー
ピリ辛のベトナミーズサンドウィッチを
テテのテイストでお楽しみください。

※トーストパン、ハム、チーズ、野菜、エスニックソース

--------------　￥690

ピッツァの王道

マルゲリータ
￥1,500
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、バジル、
EXVオリーブオイル

テテオリジナル / ヘルシー茨城県産野菜

ベジタブルスペシャル
￥1,800
トマトソース or バジルソース、
モッツァレラ、パルミジャーノ、レンコン、
パプリカ、ズッキーニ、マッシュルーム、
バジル、、ルッコラ、EXVオリーブオイル

テテオリジナル / 海の幸で笑顔に

シーフードスペシャル
￥1,900
トマトソース or バジルソース、
モッツァレラ、パルミジャーノ、エビ、
アサリ、イカ、バジル、
EXVオリーブオイル

4種のチーズが饗宴

クアトロフォルマッジ
￥1,700
モッツァレラチーズ、ナチュラル、
ゴルゴンゾーラ、パルミジャーノ、
EXVオリーブオイル
○お好みでハチミツをどうぞ

TO GO PIZZA　テイクアウト ピッツァ（箱代含む）

TO GO SAND　テイクアウト サンド

※上記の画像はイメージです。

※裏面にドリンクメニューがございます。

●上記の表示価格はすべて消費税込の金額でございます。

テテオリジナル / ベジ＆シーフード

ハーフ＆ハーフ
￥1,850
トマトソース or バジルソース、
モッツァレラ、パルミジャーノ、レンコン、
パプリカ、ズッキーニ、マッシュルーム、
バジル、エビ、アサリ、イカ、バジル、
EXVオリーブオイル

テテオリジナル / お子様にもオススメ

コーン＆ソーセージ
￥1,550
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、コーン、ソーセージ、
EXVオリーブオイル

ポップコーン
テイクアウトの方のみ販売

--------------　￥300



ビール
　生ビール
ハイボール
サワー
　レモン
　グレープフルーツ
　グリーンアップル
カクテル
　シャンディガフ
　ジントニック
　ディタクランベリー
　ソルティードック
　カシスソーダ
　カシスオレンジ
　カシスウーロン
　スクリュードライバー
グラスワイン
　赤 or 白

ノンアルコールビール
ノンアルコールカクテル
その他

コーラ
ジンジャエール
オレンジジュース
アップルジュース
ウーロン茶

各種 1杯 
￥500

￥2,000 ( お一人様）

フリープランをご利用の場合
・2名様以上でのご利用で適用　・2時間限定　・対象のドリンクからご選択
※2時間を超えた後のオーダーは通常料金となります

NIGHT CAFE BAR LIMITED DRINK MENU
ナイトカフェバル 限定フリードリンクプラン

♯ノンアルコール フリープラン

♯ソフトドリンク フリープラン

☆限定アルコールドリンクメニュー

♯アルコール フリープラン

お車を運転される方の飲酒はお控えください。 ●上記の表示価格はすべて消費税込の金額でございます。

￥1,000 ( お一人様）

￥1,200 ( お一人様）


