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Miso is Japanese traditional spice, also helps for health and beauty. We make you happy delicious rah-men and Japanese Schwarz beer!! Enjoy eating, drinking like Pub!!

SEASONAL
ME NU
RAMEN NABE

ぽかぽかあたたまる。
〆のらーめんが、
まじうま。

みつか坊主、人気の辛味噌を選ぶか、ほっこり旨
甘な定番の白味噌を選ぶかは、あなた次第！コク

らーめん屋さんの
らーめん鍋。

のあるお味噌には豊満な日本酒秋鹿がもってこ
い！山廃の熱燗でもすすりながらぜひ！〆には、
らーめんか雑炊を選んでいただけます。おひとり
様からでもお気軽にご注文くださいませ。

ー︒
ズル

大阪・能勢町｜ Nose-Village OSAKA

土作りから米作りを手掛ける、
大阪最北端の酒蔵 秋鹿酒造！

農醸一貫造り

日本酒 秋鹿
・本日の秋鹿
・純米酒 各種

各

1/2合 90ml

・熟成酒（たまに限定酒アリ）

お猪口で3種＋お好きな一杯グラスで、どうぞ！

500 円
600 円
800 円

麺・雑炊飯の追加

辛味噌
白味噌

1,680 円

280円（卵付き） / スープ480円

1人前を2人でシェアされる場合は、
1,980円にて提供させていただきます。
蛍池本店では1,880円にて2階でのご提供になります。
また、4名様以上のご来店で、90分貸切が可能です。

平日の18:30〜19:00までに、
ご来店いただけるお客さまに限り、
ご予約承ります。
ご予約時の注意事項

原則、
予約人数分の鍋のご注文お願い致します。時間、人数の変更、

キャンセル等は、必ず当日の午前中までにお電話にてお知らせ下さい。変更等のご連絡が無
く、
予約時間より15分過ぎてしまいますと、
ご予約がキャンセルとなります。お電話または、
ご

鍋には、
やっぱり日本酒。
迷ったら！お得な秋鹿飲み比べセット。

らーめん鍋
ズルっ︒

SAKE AKISHIKA

雑炊にも変更可能！

来店にてご予約お待ちしております。

Vegan
OK

一部のラーメンが、
ビーガン対応となっております。
中面メニュー、左のマークが目印です。

NEW!

1,200 円

・みつか坊主のコース料理

4,800円 (お一人様)
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濃厚

カニ、カニしやがって。
ワタリ蟹×ズワイ蟹の出汁の旨味！

蟹のつけ麺

1玉 / 2 玉 1,580 円

Monthly Tsuke-men 毎月おいしい。季節のつけ麺。

12
201 8

［ 1玉、2玉をお選び下さい。］

今年の冬もカニで決まり！みつか坊主月替りつけ麺12月の
風物詩カニのつけ麺が始まりますよ〜！！今年のカニ出汁は
ワタリ蟹とズワイ蟹をたくさん使用して旨味も香りもパワー
アップしました！トロ〜っと心地よい餡スープに卵豆腐と池
村製麺さんの特注麺を合わせた最高のハーモニーをご賞味
くださいませ。麺を食べたら残した卵豆腐とスープにご飯を

定番です︒
つけ麺８号︒

入れた「かに雑炊風」
も格別ですよ。
みつか坊主旧本店で、１番人気のつけ麺『つけ
麺８号NORTH JUNK』が、うめだ店では定番に
なりました。旨みがギュッと濃縮された、北海道
の味噌ラーメン風のスープと、お蕎麦のような色
合いと風味が特徴の『池村製麺さんの専用麺』
で、モチモチ、つるんつるんをお楽しみいただけ
ます。

950 円
・2玉 1,130 円
・3玉 1,310 円
・1玉

・スタウト角煮トッピング!
＋35０円（約 1/4 ポンド）

うま
っ︒

Pick UP!

駆けつけ一杯、
アラカルト。

Classic Menu

衣はカリカリ、
中ジューシー。

お得な回数券が!出来ちゃいました。

900円券×11枚で900円お得！さらに！上部半券でコーヒー1杯 or プリンをサービス！
この機会に是非！詳しくはスタッフまで！［ 回数券11枚綴り]

Basic Ramen

9,000 円

唐揚げ

[KARA-AGE]

赤味噌らーめん 1,050 円
たまご無し 930 円

Vegan
OK

オリジナル京都ブレンド

500 円

[Vege]

味噌と箕面ビールで下味をつけた、
みつか坊主特製

カリフラワー、
ブロッコリー、
かぼちゃ、
人参、
レンコン、

の唐揚げ。

さつまいも、
セロリのフレッシュな香りや旨みをお楽し

迷ったらまずはコレ。
ブレない、
みつかの定番。

オリジナル東海ブレンド/スタウト煮たまご入り [Original Brend Miso of Tokai]

2ケ 300 円 お酒のおつまみにもおすすめ。
4ケ 450 円 冬の盛り合わせ

オリジナル韓国ブレンド

[Original Brend Miso of Kyoto]

白味噌らーめん 900 円

みください。

Vegan
OK

＊仕入れにより入れ替えもございます。

[Original Brend Miso of Korea]

辛味噌らーめん 950 円

Vegan
OK

愛知を代表する豆味噌をベースにしたスープです。コクのあ

京都を代表する白味噌をベースにしたスープです。優しく甘

日本と韓国の味噌をベースにしたスープです。
「甘いのに辛

るスープに仕上げました。麺は5種類の小麦をブレンドした、

めに仕上げました。麺は甘みの強い1等級の粉を使った低加

い」、
「辛いのに甘い」。麺は5種類の小麦をブレンドした、旨

旨味と風味豊かな中太麺を使用しています。

水の細麺を使用しています。

味と風味豊かな中太麺を使用しています。
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Minoh Beer

Interview

「麺と、
お味噌で、
まわりを幸せにする！
！」
2007年10月、
大阪は北摂、
蛍池に
『味

噌ラーメン専門 みつか坊主』
をOPENした、
みつか坊主 代表、
斉藤光典氏のイン
タビューWEB連動企画。
ご注文を待っている間にでも、
読んでみてください！

誰もやっていないからこそ燃える！
蛍池に店を持つ似たもん同士の二人。

SEA
SO
NAL
ペールエール

ピルスナー

華やかな香りと心地良い苦味、
キ

爽やかな香りと低温で長期間熟成

レの良い喉越しはどんな場面でも
飲んで楽しい定番エールです。

スタウト

ヴァイツェン

ダブル アイピーエー

バナナやグローブを思わせるフル

した、
すっきりとした最もポピュラ

香りと、
クリーミーな飲み口が特徴

ーティーな香り。何杯でも飲みたく

込んだ、
リッチな味わいのアルコー

ーなラガービールです。

的なブラックエールです。

なる優しいビールです。

ル9%のストロングエールです。

・本日の樽生ドラフトビール
・本日の樽生リアルエール

[ Minoh-Beer OSAKA ]

各

690 円
635ml 990 円
315ml

コーヒーの栽培をスタート。
「生産者はコーヒーの豆
だけでなく、
コーヒーの木とその森を作っているんだ
」
という生産者のリアルな想いを消費者に届けるべ
く、
コーヒーの花や果実を使ったお茶の研究に注力
し、
「コーヒーの木を一本まるごと美味しくいただく」
をコンセプトとしたコーヒー
のブランド
『Coﬀee Tree Apartment』
を展開。

シーズナル

チョコレートやコーヒーを思わせる

箕面ビール

宮出珈琲園・農園主、
The Roast Labo・代表
蛍池を拠点にしながら、
2007年より奄美の徳之島で

通常の2.5倍の麦芽とポップで仕

その時々の季節や特別な時期に

限定的に作られるビールです。詳

しくはスタッフまで。

700 円
330ml
800 円

より

・本日のボトルビール

各

・シーズナブルボトル
ビールとの相性が抜群！

STOUT角煮

斉藤：博史（宮出）さんと僕って、なんだか似たも

[ Kakuni]

箕面ビールの代名詞STOUT（黒ビール）
でゆっくり
煮込んだホロホロ角煮です。
ハーフポンドは、
2〜3名
様向き、
1ポンドは4名様以上向きです。

ハーフポンド
（225g・1/2 lbs） ・煮たまごなし 980 円

1,100 円

・煮たまご入り

・煮たまごなし 1,700 円

1ポンド
（453ｇ・1lbs）

1,820 円

・煮たまご入り

うれしい。
平日ランチタイム限定、
替麺無料です。

ん同士なんですよね。蛍池にお店を出した時期も
ほぼ一緒で、お店がうまくいったり、凹んだりする
時期もだいたい一緒で。

宮出：そうなんよね。なんか、ずっと二人で励まし
あったり慰めあったりしてきた感じあるよね（笑）

斉藤くんとの出会いは、確か美容院。蛍池で、カ
フェと美容院が併設したお店を作っている時、美

容院だけ仮でオープンしていただんだけど、斉藤
くんがふらっとお店に入ってきて。まだ工事中な

のに入ってくるなんて、変わった人がいるもんだな
ーって思ったよ（笑）。

斉藤：僕、美容院って苦手で、いつも家でバリカン

なんです。でもあの日は結婚式で。髪の毛どうしよ

うかなーって憂鬱な気持ちでうろうろしてたら、

ふと、建物の佇まいが気になって中に入ったら、

トッピング。
色々楽しい、
・板海苔
・スタウト煮たまご

永遠のラーメンライス。

・ネギ
・蒸し鶏
150 円 ・発酵バター
180 円 ・豊能納豆

・DONみつか
・豚味噌丼

180 円
200 円
200 円
350 円

・燻製紅鮭
・スタウト角煮
・全部のせ
・肉増し

380 円 ・一色米穀店さんの白ごはん
400 円

350 円
400 円
450 円
500 円
200 円

当店ではご注文を頂いてから、
一杯一杯スープから丁寧にお作りしており、
お時間いただく場合がございます。

身も心も暖まる。
まったり、
ほっこりラーメン。[Tougenkyou]

冬源郷

1,280円

いつかはぜんぶ食べたい。

12種類の冬野菜のポタージュで仕上げ！

冬の野菜の
味噌らーめん

Vegan
OK

[Vege]

蒸し鶏なし

蒸し鶏入り

いつの間にか、博史さんのカフェに入り浸るよう
になりました（笑）。

宮出珈琲園さんの

食後のコーヒーとお茶。
・ブレンド珈琲

単品

宮出珈琲園さんのやさしいブレンド。

1,200 円

1,380 円

珈琲の花のお茶は淡い夏色で日な
たの薫り。

500 円

提供時間は5分前後頂きます。

・珈琲花茶

「オマエの所のラーメンは遅い。
」
とおっしゃる方へ。
すみません。

Special Ramen

が良くて、すっかり気に入っちゃいました。そして、

プリンセット
各

820 円

セットだと、
100円お得！

・珈琲果実茶

珈琲の果実を発酵させずに生から
独自の製法で乾燥。

て、家族を持って。斉藤くんとは悩みも喜ぶところ
も似てたから...。続きは、WEBで配信中!

替麺するなら、
学生証は忘れるな。

200 円

学生証の提示で麺のおかわりorご飯のサービスをさせて

・珈琲豆茶

ネットからも
購入ができます！

味噌ぷりんに合わせてきな粉の様
な香りを抽出しました。

ちょっと濃厚がお好きな方に。 [Hokkaido]

焦がし味噌
北海道

宮出：自分の好きなことを商いにして、お店を持っ

﹇ 替麺 ﹈

＊平日ランチタイム時の、
ごはん・お漬物おかわり自由です 。

なんと博史さんの奥さんの美容院だった。居心地

発酵バターなし
発酵バター入り

いただきます。
但し、
グループの場合、人数分のラーメンを

ご注文いただいた場合に限ります。

関西の出汁のうまみがギュッと詰まった！

980 円

1,100 円

ご当地味噌
おおさか

Vegan
OK
納豆入り

[Osaka]
納豆なし

980 円

1,200 円

真冬の北海道で味噌ラーメンを食べた時にラーメ

濃厚なベジ味噌と、
ホクホクゴロゴロ根菜がおいし

人気の裏メニューが、遂に！レギュラーメニューに！

ン屋さんが桃源郷のように思えました。
その時を思

い、
冬にぴったりのらーめん。
ポタージュ仕立てスー

アツアツの焦がしネギオイルの風味と旨みが一気に

ご当地味噌らーめん第一弾『おおさか』。実家のお

母さんのお味噌汁のような、
あっさりとしたやさしい

い出しながら、
関西風お雑煮(白味噌ベース)を組み

プが冷えたカラダに染みわたる！根菜たちと牛蒡

口に広がります。
ちょっと濃厚な味噌らーめんがお

味わいの味噌らーめんです。

合わせたらーめん。

チップスの香りと食感もぜひお楽しみくださいませ。

好きな方にオススメです。

タンクで熟成された、
ビールの味をそのまま堪能できる、
キング オブ クラフトビール。

MINOH BEER 箕面ビール

DRINK MENU

ドラフト （樽生）［Draft Beer］

ボトル ［Bottle Beer］

本日の秋鹿

315ml：690 円 / 635ml ：990 円

リアルエール ［Real Ale］

純米各種
熟成酒

330ml：700 円
330ml：800 円 〜

シーズナルボトル ［Seasonal］

農醸一貫造り。
土作りから米作りを手掛ける大阪最北端の酒蔵、
秋鹿酒造。

SAKE AKISHIKA 秋鹿
Sake

[Today's Special]

[Sake]

1/2合 90ml：500 円

1/2合 90ml：600 円

[Aged Sake]

＊たまに限定酒

お猪口で3種飲み比べ＋お気に入りの1杯

1/2合 90ml：800 円
[Sake Flight ]

1,200 円

瓶コーラ ［Cora］ 380 円 / オレンジジュース ［Orange Juice］ 380 円
能勢ミネラル・スパークリング・ウォーター ［Sparkling Water］ 380 円

SOFT DRINK ソフトドリンク
APPETIZER 前菜

ENTREE 一品

SIDE MENU

CRAFTピルクス ［Pickles］ 380 円

5色の煎り豆 ［Roasted beans］ 280 円

お持ち帰り可能

モルトビネガー、コリアンダー、オレンジピール、
シトラホップ入り

お手軽クイック！

クラフトビールにも日本酒にも手軽にスナック感覚で楽しめます。

（アレルギー特定原材料：小麦・オレンジ）

白大豆・青大豆・赤大豆・黒大豆・小豆入り

ご当地味噌とお野菜のディップ ［Fried Miso with Vegetables］ 500 円

みつか団子（二串）［Tsukune [like a Yakitori]

（アレルギー特定原材料：大豆）

ゆず風味の自家製鶏つくねです。

350 円

（アレルギー特定原材料：大豆・鶏肉）

海老味噌 ディップ ［Shrimp Miso dips］ 550 円

みつかの本気の唐揚げ ［Kara-age］ 2ケ300 円 / 4ケ450 円
味噌と箕面ビールで下味をつけたみつか坊主特製の唐揚げです。

（アレルギー特定原材料：小麦・えび・大豆・さば）

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・オレンジ・鶏肉）

アンダンスー［Deep fried pork with tunamiso］ 450 円

水餃子 ［Boiled Gyoza］ 2ケ380 円 / 3ケ440 円 / 4ケ500 円
2種類のタレでいただく水餃子です。

沖縄風あぶら味噌
（豚肉入り)

（アレルギー特定原材料：小麦・落花生・大豆・さば・豚肉）

（アレルギー特定原材料：小麦・えび・大豆・豚肉・さば）

自家製ポテトサラダ ［Potato salad］ 450 円

ネギチャーシュー ［Friedpork with Green Onion］ 700 円

みつか坊主の味玉子とジャガイモと手作りマヨネースで作りました。

ビールの肴にも、
ご飯のあてにも最高です。

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・オレンジ・豚肉）

（アレルギー特定原材料：小麦・豚肉）

ラーメン屋のサラダ ［Salad］ 600 円

蒸し鶏 ［Steamed chicken］ 650 円

ラーメンのようなサラダです。

味玉子で作ったタルタルソースのかかった蒸し鶏です。

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・豚肉・乳製品）

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・オレンジ・鶏肉・豚肉）

自家製燻製紅鮭 ［Smoked salmon］ 600 円
ビールにも日本酒にも最高のおつまみスモークサーモン

MAIN メイン

（アレルギー特定原材料：小麦・さけ）

RAMEN MENU

STOUT角煮 ［Kakuni -Japanese boiled pork dish-］

RICE ライス・丼物

煮たまごなし ハーフポンド：980 円 / 1ポンド：1,700 円
煮たまご入り ハーフポンド：1,100 円/ 1ポンド：1,820 円

一色米穀店さんの白ごはん ［Rice］ 200 円

箕面ビールの代名詞STOUT
（黒ビール）でゆっくり煮込んだホロホロ角煮です。
ハーフポンド
（225g）は、
2〜3名様向き、1ポンド
（453ｇ）は4名様以上向きです。

平日ランチタイムはごはん・お漬物おかわり自由。

（アレルギー特定原材料：卵（トッピング時）
・小麦・豚肉）

DONみつか ［Tasty pork on Rice］ 380円

しょうが風味のチャーシュー丼です。

RAMEN ラーメン

（アレルギー特定原材料：小麦・豚肉）

豚味噌丼 ［Deep fried pork on Rice］ 400円

赤味噌らーめん [Red Miso / Nagoya Style]
スタウト煮たまご入り1,050 円 /ナシ930 円

（アレルギー特定原材料：小麦・落花生・大豆・さば・豚肉）

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・さば・鶏肉・豚肉）

白味噌らーめん

[White Miso / Kyoto Style]

辛味噌らーめん

[Spicy Miso / Korean Style]

（アレルギー特定原材料：小麦・大豆・さば・鶏肉・豚肉）

[Tougenkyou]

TOPPING トッピング

900 円
950 円

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・さば・豚肉・鶏肉）

冬源郷

板海苔

[Seaweed］ 150 円

スタウト煮たまご

1,280 円

[Boild egg］ 180 円

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・豚肉）

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・さば・豚肉・鶏肉・乳製品・ピーナッツ）

ネギ

ご当地味噌 大阪スタイル [Osaka Miso / Osaka Style]
納豆入り1,200円 /ナシ980 円
（アレルギー特定原材料：小麦・大豆・さば・豚肉）

蒸し鶏

[Green Onion］ 180 円
[Steamed Chicken］ 200 円

（アレルギー特定原材料：小麦・鶏肉・豚肉）

焦し味噌北海道スタイル（あれ） [Fried Miso / Hokkaido Style]
発酵バター入り1,100 円 /ナシ980 円

発酵バター

[Fermentation Butter］ 200 円

（アレルギー特定原材料：乳）

（アレルギー特定原材料：卵・乳（バタートッピング時）
・小麦・大豆・さば）

山口納豆(豊能納豆)

十六野菜の冬の野菜味噌 [Vegetables Miso]
蒸どり入り1,380 円 /ナシ1,200 円

（アレルギー特定原材料：大豆）

（アレルギー特定原材料：小麦・大豆・さば）

燻製紅鮭

つけ麺8号 [Tsukemen -a dip noodle like soba-]
＋スタウト角煮トッピング(約1/4 ポンド) 350円
（アレルギー特定原材料：小麦・大豆・さば・豚肉）

月替わりつけ麺

数量限定

アンダースーがのっています。

[Seasons Tsukemen]

[Natto］ 350 円

[Smoke salmon］ 350 円

（アレルギー特定原材料：さけ）

1玉 950 円
2玉 1,130 円
3玉 1,310 円

スタウト煮

[Japanese boiled pork dish］ 400 円

（アレルギー特定原材料：小麦・豚肉）

全部のせ

[All star］ 450 円

（アレルギー特定原材料：卵・小麦・豚肉）

（アレルギー特定原材料：小麦・卵・大豆・さば・豚肉・カニ）

毎月楽しいつけ麺をお届けします！表面をご確認ください。

肉増し

[Meat widenin］g

（アレルギー特定原材料：小麦・豚肉）

ウソでしょ？ 味噌でしょ！大阪土産に味噌ぷりん！

[Seasons Vegetables dish］ 500 円

（アレルギー特定原材料：乳・大豆）

PALATE お口直し

味噌プリン [ Pudding] プレーン/ キャラメル / チョコレート

（アレルギー特定原材料：
（キャラメル味のみ：乳・小麦・バナナ、
すべて：大豆・ゼラチン）
）各420 円

みつかのおみやげ。みつか坊主のご当地味噌

COFFEE & TEA
DESERT MENU

TAKE OUT OK!

冬の盛り合わせ

500 円

味噌プリンと [Pudding and coffee Set]
宮出珈琲園さんの珈琲セット（各種）820 円
宮出珈琲農園さんの
ブレンド珈琲・珈琲花茶・珈琲果実茶・珈琲豆茶 （各種）500 円

セット割引！！ ドリンクとぷりんをセットでご注文いただくと100円お得です！

＊提供時間はオーダー後5分程お時間をいただきます。珈琲豆茶は蛍池店のみでの提供となります。

各メニュー名の下にアレルギー特定原材料を表示しております。
ここにある表示以外で、
気になるものがございましたら
気軽にスタッフまでお問い合せください。

らーめんシリーズ「おおさか」で使用して
いるお味噌は、豊能町のお母さん達が
お米から作ったやさしいお味噌。地元
では「かあちゃん味噌」と呼ばれ、地
元の学校給 食でも使われています。
お湯でも溶いてもおいしさ抜群、出汁
いらずのお味噌です。

かあちゃん味噌

[ Miso]

500 円

SHOP INFO
みつか坊主醸｜MITSUKA BOSE KAMOSHI 〒531-0075 大阪市北区大淀南 1丁目2-16
06-6442-1005

休 月曜 / 火 - 土 11:30-14:30・18:30-23:00 (L.O)

/ 日・祝11:30-14:30・17:30-22:00

みつか坊主本店｜MITSUKA BOSE HONTEN 〒560-0033 大阪府豊中市蛍池中町 2丁目5-13
06-6850-3532 休 月曜 / 火-土 18:30 - 23:30 / 日・祝12:00-15:00・18:30-21:30
［予約専用営業］
火-日17:20-18:20
ヤドカリ店舗エビ

ラーメン 旧ビアベリー｜YADOKARI TENPO

〒560-0033 大阪府豊中市蛍池中町 2丁目5-13

06-6850-3532

休 日・祝・月 / 営業時間:火-土 11:30 - 14:30

Including TAX. 表示価格は全て税込み価格になります。

