
MENU



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
【選べるソース】トマト or バジル
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
【選べるソース】トマト or バジル
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！

◎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

クセになる逸品

アッチューゲ
￥1,650
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、アンチョビ、バジル、
EXVオリーブオイル

テテオリジナル / ハーフ＆ハーフ

ベジ＆シーフード
￥1,750
【選べるソース】トマト or バジル
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、
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

テテオリジナル / ハーフ＆ハーフ

マルゲ＆クアトロ
￥1,500
トマトソース、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、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

ベジ＆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、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、コーン、ソーセージ、
EXVオリーブオイル

シーズナルスペシャル

塩麹チキン＆マッシュルーム
￥1,600
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、塩麹チキン、
EXVオリーブオイル

女性に大人気！

生ハム＆ルッコラ
￥1,600
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、生ハム、ルッコラ、
EXVオリーブオイル

テイクアウトもでき
ます！

11月限定！
サンクスギビング
スペシャルピッツ

ァ



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
クセになるリゾット！
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。

---------　￥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

ORIGINAL
オリジナル

テテカフェの特製メニューで、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

お子様メニューもお楽しみください！

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。

・イチゴ
・キウイ
・ミカン
・メロン
・ミックス

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

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

バインミー
ピリ辛のベトナミーズサンドウィッチ
　※トーストパン、ハム、チーズ、
　　野菜、エスニックソース

--------------　￥700

“ソフトドリンク” ページの☆印は、”＋￥100” にてお選びいただけます。

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、オリジナルメニュー

“ソフトドリンク” ページの☆印は、”＋￥100” にてお選びいただけます。



HOT - ホット -
　コーヒー
　・コーヒーおかわり
　紅茶
　ハーブティー（マロウブルーフラワー /ホットのみ）
　ジャスミンティー

ICED - アイス -
　コーヒー
　カフェラテ
　ココア
　ティー
　ジャスミンティー
　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

　テテオリジナルドリンク
　*☆印は、SET A・SET B に”＋￥100” にてお選びいただけます。
　　☆ロイヤルサンセット
　　☞美肌効果のあるアプリコットとピーチの甘い香りのハーブティーに加え、
　　　　アップルとマンゴーの爽やかな甘さが絶妙！

　　☆パッシオーネアランチャ
　　☞イタリアの「オレンジ祭り」をイメージしたドリンク。ブラッドオレンジと
　　　　ローズヒップ＆ハイビスカスティーのブレンドで美肌効果！

　　☆スカッシュ （レモン・ライム・グレープフルーツ）
　　☞スカッと爽やかにお好きなカラーをお選びいただきお楽しみを！

KIDS - 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

--------------　￥480
--------------　￥220
--------------　￥480
--------------　￥500
--------------　￥490

--------------　￥500
--------------　￥550
--------------　￥550
--------------　￥500
--------------　￥490
--------------　￥400
--------------　￥400
--------------　￥380
--------------　￥380

--------------　￥600

--------------　￥550

--------------　￥520

--------------　￥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！
※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

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

テテオリジナルドリンク
　・ロイヤルサンセット
　　☞美肌効果のあるアプリコットとピーチの甘い香りのハーブティーに加え、
　　　　アップルとマンゴーの爽やかな甘さが絶妙！

　・パッシオーネアランチャ
　　☞イタリアの「オレンジ祭り」をイメージ。ブラッドオレンジと
　　　　ローズヒップ＆ハイビスカスティーのブレンドで美肌効果！

　・スカッシュ（レモン・ライム・グレープフルーツ）
　　☞スカッと爽やかにお好きなカラーをお選びいただきお楽しみを！

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

--------------　￥590

--------------　￥540

--------------　￥500

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

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

TO GO SAND　テイクアウト サンド

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

裏面にピッツァメニューがございます。



TO GO PIZZA　テイクアウト ピッツァ（箱代含む）

裏面にサンドとドリンクメニューがございます。

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
【選べるソース】トマト or バジル
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
【選べるソース】トマト or バジル
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

◎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

クセになる逸品

アッチューゲ
￥1,750
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、アンチョビ、バジル
EXVオリーブオイル

テテオリジナル / ハーフ＆ハーフ

ベジ＆シーフード
￥1,850
【選べるソース】トマト or バジル
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、
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

テテオリジナル / ハーフ＆ハーフ

マルゲ＆クアトロ
￥1,600
トマトソース、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、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

ベジ＆ソーセージ
￥1,650
トマトソース、モッツァレラチーズ、
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、コーン、ソーセージ、
EXVオリーブオイル

シーズナルスペシャル

塩麹チキン＆マッシュルーム
￥1,700
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、塩麹チキン、
EXVオリーブオイル

女性に大人気！

生ハム＆ルッコラ
￥1,700
トマトソース、モッツァレラチーズ、
パルミジャーノ、生ハム、ルッコラ、
EXVオリーブオイル

11月限定！
サンクスギビング
スペシャルピッツ

ァ


