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FREE SPOT

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!!

ID mitsuka-spot / PASS mitsukabose We accept credit cards.

TAKE FREE
みつか坊主公式WEBサイト

Creamy
クリーミー

START !
ホームパーティーでゲストも驚く!?
ウーバー専用「VEGAN味噌まぜそば」登場！！
お腹が鳴ったらアプリでタップ !! 会議中でもおうちデート中でも、すぐにみつか坊主の味がやってくる !!

Feel hungry? Just tap the app and order our awsome noodles any time any where!

Order our best noodles for your home parties
and suprise your guests!

ビーガン用には、原材料に卵を含んでいない麺を使用して おりますが、原材料に卵を含んでいる通常の麺
と同じ鍋で 茹でております。卵アレルギー等の方は、一言スタッフまでお声掛け下さい。

For vegan menus, we use noodles that do not include eggs in the ingredients. However, we boil 
such noodles in the same pan as the usual noodles. If you are allergic to eggs, please let us know.

Sweat
やさしい甘み

Rich
コク旨み！

スープ：愛知の赤味噌をブレンド
( 中定商店・宝山 味噌、伊藤商店・伝右衛門味噌 )
麺：香りのよい国産小麦を配合モチモチ中細麺
Soup :Red Miso from Aichi is blended.
Noodle :Made from savory Japanese wheat. 
Medium thin noodle.

ビーガン東海 ¥1,000
VEGAN Tokai

4 種の香味野菜 4 kinds of potherbs

スープ：京都の白味噌ベース ( 石野味噌・上撰 ) 
麺：小麦の甘さが引き立つ細麺
Soup :White Miso from Kyoto.
Noodle :Thin noodle with sweetness of wheat.

ビーガン京都 ¥1,000
VEGAN Kyoto

香ばしいフライドオニオン Savory fried onion

スープ：大阪・豊能のかあちゃん味噌 ( 夢工房 )
麺：香りのよい国産小麦を配 合モチモチ中細麺
Soup :  "KA-CHAN Miso"from Toyono district,Osaka.
Noodle :Made from savory Japanese wheat. 
Medium thin noodle.

ビーガン大阪 ¥1,000
VEGAN Osaka

さっぱり大根おろし Grated Japanese radishClear
あっさり !

スープ：韓国の甘辛いお味噌と数種類の国産味噌の秘伝ブレンド
麺：香りのよい国産小麦を配合モチモチ中細麺
Soup :A special secret blend of Korean sweet, spicy miso and 
various kinds of Japanese miso.
Noodle :Made from savory Japanese wheat. Medium thin noodle.

ビーガン鶴橋 ¥1,000
VEGAN Tsuruhashi

らーめんといえば板海苔 Ramen is about seaweed

Spicy
辛い ! でも甘い

・東海味噌まぜそば ( 愛知の赤味噌 ) Tokai Miso
・京都味噌まぜそば ( 京都の白味噌 )  Kyoto Miso
・鶴橋味噌まぜそば ( 韓国の辛味噌と数種の国産味噌 ) Tsuruhashi Miso

MAZESOBA MENU
別途送料

¥1,380各
For UBER eats

味噌って楽しい。味噌って不思議。

春ですね。ちょっとすすってみませんか。

Printed in April 1,2019

スープ：京都の白味噌と野菜のポタージュ ( 石野 味噌・上撰 )
麺：香りのよい国産小麦を配 合モチモチ中細麺
Soup :White miso from Kyoto and creamy vegetable potage.
Noodle :Made from savory Japanese wheat. Medium thin noodle.

ビーガン 野菜 ¥1,200
VEGAN Vegetables

12 種類の野菜 12 kinds of vegetables

グルテンフリー麺に
変更できます！
+ ¥250
We can change noodles
to gluten-free
for ¥250.



いつかはぜんぶ。食べたい

迷ったらまずはコレ。
ブレない、みつかの定番

SPECIAL Ramen

TOPPING

BASIC
Ramen

山梨県・甲府で醸された、お米と麦 の麹をブレンド醸造した甲州味噌・ 
やまご味噌をお店でじっくり燻製しました。燻した香ばしく深みのあ
るスープに箕面ビール・STOUT で煮込んだ角煮、煮たまご、紅鮭をトッ
ピングしました。

燻製味噌 いぶし
Smoked MISO "IBUSHI"

We smoked “Yamago-Miso” made in Kofu, Pre. Yamanashi. You can 
enjoy fragrant,smoky and rich soup with pork boiled in “STOUT”, 
boiled egg and sockeye salmon.

国産小麦配合の中細麺

¥1,080

野菜の甘味がトロトロ溶け込んだ、京都の白味噌仕立てのあっ
たか～ いポタージュスープに、菜の花、新玉ネギ、新ジャガな
どなど、春らしい野菜をたっぷりトッピングしました。
※蒸し鶏なしは－１８０円

春の野菜の味噌らーめん 蒸し鶏のせ
Vegetables MISO (With Steamed Chicken)

This ramen is made from 12 kinds of vegetables and miso. 
Enjoy the creamy soup and food texture of Spring Vegetables.
*Without Chickens, ¥180 off

¥1,380

国産小麦配合の中細麺

北海道スタイルの旨みたっぷりのスープに、あっつあつの焦がしオイ
ルを白髪ねぎの上からかけてジューっと香ばしく仕上げました。こっ
くり発酵バターを溶かしながらどうぞ。※バターなしは－１２０円

焦がし味噌北海道
発酵バター入り
Fried MISO "HOKKAIDO" (With Fermented Butter)

This kind of miso ramen is famous in HOKKAIDO.It has green onion 
baked with hot oil. The taste is strong and thick. We recommended 
butter topping. Enjoy the change in soup as the butter melts.
*Without Butters, ¥120 off

¥1,100

５種類小麦の中太麺

地元・大阪豊能の、米麹をたっぷり使った「かあちゃん味噌」のらー
め ん。実家のお母さんの味噌汁を思い出すしみじみと優しいスープに、
同じく豊能町で昔ながらの製法で作られた山口納豆をのせて。
※納豆なしは－２２０円

ご当地味噌おおさか
山口納豆のせ
Osaka MISO (With Natto)

The taste is very simliar to miso soup served in many households in 
OSAKA. A miso mainly made with malted rice, called"KA-CHAN 
Miso" is used. "KA-CHAN" means "mom" in Japanese.The taste is soft, 
mild and clear. *Without Natto, ¥220 off

¥1,200

国産小麦配合の中細麺

韓国の味噌と日本の味噌数種類をブレンドし、「甘い
のに辛い」、「辛いのに甘い」スープをつくりました。
辛いのがお好きなかたは、更にから～くできます。

辛味噌らーめん
SPICY MISO

Japanese and Korean miso.Several kinds of spices are used so it has a 
rich ,sweet and spicy taste.The noodle is flavorful and medium bold. 
With Chicken meat ball , Boiled pork, Green onion, Seaweeds.
We use pork and chicken bouillon

５種類小麦の中太麺

¥950

みつか坊主蛍池本店のある豊中のお米屋さんです。
一色米穀店さんの白ご飯 Rice

Plane rice from a rice store in Toyonaka city, 
located near our restaurant in Hotarugaike.

¥200

沖縄の郷土料理アンダースーをたっぷりのせました。
豚味噌丼 Andasu DON

Rice with Andasu, a local dish of Okinawa. 
Andasu is a mixture of minced pork and miso.

¥400

ごはんにショウガの香るトロトロ刻みチャーシュー、
白髪ねぎと刻み海苔をトッピング。

DON みつか DON MITSUKA

Rice with fragments of ginger flavoured pork, 
green onion and seaweed on top.

¥380

京都・石野味噌の白味噌をベースにした、やさしい甘さ
のまろやかなスープ。ゆずの香る鶏つくねと低下水の細
麺で上品に仕上げます。フライドオニオン入り。

The white miso from Kyoto.  It has a thin and sweet taste.
With Chicken meat ball ,Boiled pork, Green onion, Freid 
onion.We use pork and chicken bouillon

白味噌らーめん
WHITE MISO

国産小麦配合の中細麺

¥900

¥1,050
愛知を代表する豆味噌を数種類ブレンドしたスープは、しっ
かりしたコクと旨み。奥深い味のスープには STOUT で味付
けた煮卵がベストマッチ！※煮たまごなしは－ 120 円

赤味噌らーめん 
STOUT 煮たまご入り
RED MISO (with Seasoned boiled egg)

The miso from Pre.Aichi.It has a rich taste.The noodle is flavorful 
and medium bold.With Seasoned boiled egg, Chicken meat ball , 
Boiled pork,Green onion.We use pork and chicken bouillon
*Without egg, ¥120 off

５種類小麦の中太麺

¥150

板海苔
Sea weed 

¥180

煮たまご
Seasoned boiled egg 

¥180

ネギ
Green Onion

¥200

蒸し鶏
Steamed Chicken 

¥200

発酵バター
Fermented Butter

¥350

豊能納豆
Osaka Natto

¥400

スタウト角煮
Pork stewed with STOUT

¥450

全部のせ
All star

¥500

肉増し
Aditional meat

人生色々。トッピングも色々

みつか坊主はお味噌を通じて、人と地域を醸します。

¥350

燻製紅鮭
Smoked salmon 平日ランチタイム時の、

ごはん・お漬物おかわり自由です 。

らーめん屋さんの

丼 飯
DONBURI

旨みがギュッと濃縮された甘辛いスープにたっぷりの白髪ねぎとチャー
シューがコロコロ。池村製麺さんの『つけ麺８号特注麺』は全粒粉 がお
蕎麦のような色合いと風味。モチモチつるるん食感にハマります！
※スタウト角煮トッピング +350 円約 1/4 ポンド

つけ麺 8 号
Dip noodle No.8

Sweet, spicy and rich taste.The cubes of boiled pork are in the soup.Please dip 
the noodle into the soup like a SOBA.One of the most popular menus amoung 
our funs.*With Pork Stewed with STOUT ¥350 plus (1/4 pound)

*For dip noodles, after boiling the noodles we tighten them with ice water. 
So please enjoy the unique Japanese style of cold noodles and hot soup!

¥950
1 玉

¥1,130
2 玉

¥1,310
3 玉

麦酢醤油と赤味噌酢、
２種類の自家製ダレでいただく水餃子。

水餃子 Water dumpling

With 2 sauce!! (Red Miso &Vinegar sauce
Hop Vinegar &Soy sauce)

¥380
2 ケ

¥440
3 ケ

¥500
4 ケつるんと食べられます。

甲州味噌・やまご味噌と、
箕面ビールで味付けた特製の唐揚げ。

唐揚げ Fried chicken

Fried chicken seasoned
with Miso and Beer.

¥300
2 ケ

¥450
4 ケ衣はカリカリ、中ジューシー。

ENTREE お酒のお供に

桜肉をご存知ですか？
熊本でよく食べられる馬肉は、桜の咲く季節に一番脂がノッて美味しいこと
からその名がつけられたとか ...。そんな良い頃合いの桜肉を新玉ネギと京都
の石野味噌さんから届く上品な旨みとコクの『京桜味噌』でほんの～り甘く
炊きました。しっかり水でしめた池村製麺さんの香り高い特注太麺でお楽し
み下さい。食後には石野味噌さんの甘い白味噌でつくった、みつか坊主特製
甘酒プリンココナッツ味もおススメ！

Do you know Sakuraniku?It is a horsemeat mainly eaten in Kumamoto, Kyushu. The name 
"Sakuraniku" came from the fact that the horsemeat tastes best in the season when "sakura", 
cherryblossoms bloom. We cooked the Sakuraniku with fresh onions and rich miso called 
"Kyosakura Miso".The soup tastes sweet and matches perfectly with the tasy, thick noodle we 
serve.Our special home-made pudding made from white miso, for dessert would definitely be 
your best choice.

*For dip noodles, after boiling the noodles we tighten them with ice water. 
So please enjoy the unique Japanese style of cold noodles adn hot soup!

毎月おいしい。季節のつけ麺
MONTHLY Tsuke-men

桜肉と京桜味噌のつけ麺
熊本直送『桜肉』×京都石野味噌

¥1,380
1 玉 2 玉

１玉２玉をお選び下さい。

¥100＋ ¥200＋ ¥300＋



みつか坊主はお味噌を通じて、人と地域を醸します。

キングオブクラフト、箕面ビール
やっぱり生、やっぱりウマい

MINOH Beer DRAFT Beer

続きは web で。
https://www.ourlocal-info.com/
blog/akamiso-labo

味噌カツ・味噌おでん・味噌煮込みうどん…といっ
た味噌料理が数多く存在する愛知県。それらの味
噌料理の色味は、我々が普段想像する味噌の色と
はだいぶ違う。そう、「赤い」のだ。

その謎を探るべく、そんな赤味噌の一大生産地で
ある愛知県知多半島に行ってきました。今回訪れ
たのは二つのお味噌屋さん。“宝山味噌” の中定商
店さんと、” 伝右衛門味噌” の伊藤商店さん。

どちらも愛知県知多郡武豊町の100 年以上の歴史
を持つ味噌蔵。まずはその製作技法から教えてい
ただくことに。

我々が知る一般的な味噌ってのは、主原料の大豆
に米麹をくっつけて発酵させる「米味噌」。だけど
知多半島のお味噌はちょっと違う。その製作過程
で豆と塩水以外ほとんど登場しない。原料はほぼ
大豆ってこと。

したがって作り方はこんな感じ、

1.	 大豆を1時間から２時間水に浸し、　蒸す。
2.	 蒸した大豆を一定の大きさにつぶして、こぶ

し大の「味噌玉」を作る。
3.	 「味噌玉」に麹菌をふりかけ、麹室で数日間菌

の繁殖を進める。
4.	 麹菌がまわりきった「味噌玉」を木桶につぶ

し入れ、河原石の重しを乗せる。
5.	 2 〜 3年熟成させる。長い！
6.	 完成。

できあがったうまみたっぷりの豆味噌赤味噌、実
はコレ中国大陸からやってきたお味噌なんじゃない
かな？と僕は考えています。

ボクラが 行くとこ、
ど こ で も「 地 元 」。
地方にだって、いや、もしかしたら地方にこそ美
しい景色・多様な歴史・おいしい食べ物……があ
るはずだ！ を求めて、編集長我妻が行く。

華やかな香りと心地良い
苦味、キレの良い喉越し
はどんな場面でも飲んで
楽しい定番エールです。

ペールエール
PALE ALE

爽やかな香りと低温で長
期間熟成した、すっきり
とした最もポピュラーな
ラガービールです。

ピルスナー
PILSNER

チョコレートやコーヒー
を思わせる香りと、クリー
ミーな飲み口が特徴的な
ブラックエールです。

スタウト
STOUT

バナナやグローブを思わ
せるフルーティーな香り。
何杯でも飲みたくなる優
しいビールです。

ヴァイツェン
WEIZEN

通 常 の 2.5 倍 の 麦 芽 と
ポップで仕込んだ、リッチ
な味わいのアルコール9%
のストロングエールです。

ダブル アイピーエー
W-IPA

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。

シーズナル
SEASONAL

本日のボトルビール
Today's Bottle Beer ¥700330ml 330ml各

シーズナルビール
Seasonal Bottle Beer ¥800

UKP 1/2UK 315ml635ml

ドラフトビール
リアルエール REAL Ale

DRAFT Beer

本日の樽生

315ml ¥690
635ml ¥990各

ビールとの相性最高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。
※煮たまごなしは－１２０円

STOUT 角煮 煮たまご入り
Pork stewed with STOUT
 (With seasoned boiled egg)

"Pork stewed with STOUT(Osaka craft beer) It's soft and 
rich. Enjoy it with BEER!!
half pond: best for 2-3 people
one pond: best for more than 4 people
*Without egg, ¥120 off

¥1,100 ¥1,820
ハーフポンド 1 ポンド

菜の花、新ジャガ、新玉ネギ、小カブ、カリフラワー春らしい野菜を香ばしい味噌と共に。
※お野菜にはチーズがかかっています。 仕入れにより入れ替えもございます。

春の盛り合わせ
"Rape blossoms, potatoes, onions, turnip and cauliflower. 
Spring vegetables matches with savory miso."

¥500

SEASONS
Vegetables

Dish
お酒の肴にもおすすめ

SAKE
農醸一貫造り、秋鹿

本日の秋鹿
純米酒 各種
熟成酒

¥500
¥600

¥800

90ml 1/2合Japanese Sake

たまに限定酒アリ

お得な秋鹿
飲み比セット ¥1,200
迷ったら！
お猪口で 3 種＋お好きな一杯グラスで、どうぞ！

Wondering which one to choose?
Then we recommend the AKISHIKA
trial set.
3 kinds (in a Sake cup) ＋ one glass of the 
one you liked best

Staff
Recommend

「どうも！みつか坊主のフジモンことボンチです。
日替わり・週替わり限定のおススメラーメンやトッ
ピング、肴や一品をご用意してます！詳しくは店内
のメニュー、スタッフまでお尋ねください。みつか
のブログ・インスタでも紹介中。僕のおすすめラー
メンはご当地味噌おおさか、一品は蒸し鶏です！」

みつか坊主スタッフ
おすすめメニュー！

Special goods coming soon!!

Profile
京都市立芸術大学でアニメーションを制作。
卒業後デザイン会社を経て、2009年よりドローイングを描き始める。
ファッションブランドminä	perhonenや森岡書店での制作・展示を
中心に、雑誌SPURのイラスト制作や企業のVI等も手がける。

オリジナルグッズ、販売スタート。
アーティストコラボ第一弾！元永彩子さん

Motonaga Ayako
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贅沢 MITSUKA スペシャルアラカルト
SPECIAL a la carte

2019
APRIL

みつか坊主のご当地味噌らーめんシリーズ「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。お湯で溶くだけで
おいしさ抜群、出汁いらずのお味噌です。

みつかのおみやげ

かあちゃん味噌
甘酒ぷりん 新登場！
石野味噌 上撰白味噌入りココナッツ味

¥500
砂糖不使用。
甘酒と白味噌の自然な甘み。 やさしいブレンド

淡い夏色で日なたの薫り

珈琲の果実を発酵させずに

味噌ぷりんに合わせてきな粉の様な香りを抽出

¥450

Coffee & Tea

蛍池を拠点にしながら、2007 年より奄美の徳之島
で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。

宮出珈琲園・農園主
The Roast Labo・代表

ブレンド珈琲

珈琲花茶

珈琲果実茶

珈琲豆茶

食後のコーヒー
とお茶

宮出珈琲園さんの

生から独自の製法で乾燥

¥500各

¥850
珈琲＋プリンのセット
100円お得！

※各、提供時間は10分前後頂きます。

PROFILE　我妻佑哉コフンねこ
古墳が大好きすぎて山形県から大阪の大学に
進学した大学 3 年生 21 歳。ライターやって
ます。専攻は考古学まだまだ素人、趣味は街
歩き民俗学歴史学電車料理仮面ライダーその
他諸々。

「大陸からやってきた？」
知多半島の赤味噌文化研究

［愛知県武豊町］

VOL.1

鰆と西京味噌のリエット
Rilletes with Spanish mackerel and Saikyo miso

春野菜と本日のお魚のサラダ仕立て
塩麹とレモンのソース
Spring vege and daily fish salad
with salt-marinated rice malt and lemon sauce

ツムラ本店さんの河内鴨のソテーと
筍のグリエ 焦がし味噌バターソース
Sautéed Kouchi duck and grilled bamboo shoot
with brown butter sauce

豊能かあちゃん味噌
二年熟成のご当地おおさか ver 春
Toyono KA-CHAN miso
used Osaka ramen spring ver.

みつかのチーズケーキ
Mitsuka's homemade cheesecake

¥500

¥500

¥1,200

¥1,800

¥1,000

コースでのご用意もできます。フルコースご注文の
お客様はお席ご予約できます。詳しくはスタッフに
お尋ねください。

SEA
SO
NAL

STORE



Drink

SIDE

Ramen

箕面ビールMINOH Beer

一品Entree

みつか坊主醸｜ MITSUKA BOSE KAMOSHI　〒531-0075	大阪市北区大淀南	1丁目2-16 / TEL：06-6442-1005	 / OPEN火	-	土	11:30-14:30	(L.O)	・18:30-23:00	(L.O)		/	日・祝 11:30-14:30	(L.O)	・17:30-22:00	(L.O)	 / 定休日：月曜日
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 / TEL：06-6850-3532	 / 	OPEN	火 - 土	18:30	-	23:30	(L.O)			/	日・祝 12:00-15:00	(L.O)	・18:30-21:30	(L.O)	［予約専用営業］火 -日17:20-18:20 / 定休日：月曜日
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 / TEL：06-6850-3532 / OPEN	火 - 土	11:30	-	14:30	(L.O)	 / 定休日：日・祝・月

Shop Information
店舗情報

 Including TAX. 表示価格は全て税込み価格になります。 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。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。

前菜Appetizer

らーめんとつけ麺Ramen&Tsukemaen

トッピングTopping

メインMain

ソフトドリンクSOFT Drink

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

ライス・丼飯Rice

秋鹿SAKE Akishika

クラフトビールにも日本酒にも手軽にスナック感覚で。白大豆・青大豆・赤大豆・黒大豆・小豆入り

ゆず風味の自家製鶏つくねです。

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。

2 種類のタレでいただく水餃子です。

ビールの肴にも、ご飯のあてにも最高です。

味玉子で作ったタルタルソースのかかった蒸し鶏です。

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

季節のお野菜と炙ったお味噌とチーズが最高

アレルギー特定原材料：大豆

アレルギー特定原材料：大豆・鶏肉

アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・オレンジ・鶏肉

アレルギー特定原材料：小麦・えび・大豆・豚肉・さば

アレルギー特定原材料：小麦・豚肉

アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・オレンジ・鶏肉・豚肉

アレルギー特定原材料：小麦・さけ

アレルギー特定原材料：乳・大豆

5 色の煎り豆　［Roasted beans］　¥ 280

みつか団子二串　［Chiken ball like a Yakitori]　¥ 350

みつかの本気の唐揚げ　［Fried Chicken］　2 ケ ¥ 300 / 4 ケ ¥ 450

水餃子　［Boiled Gyoza］　2 ケ ¥ 380 / 3 ケ ¥ 440 / 4 ケ ¥ 500

ネギチャーシュー　［Bakedpork with Green Onion］　¥700

蒸し鶏　［Steamed Chicken with Tartar sauce］　¥650

自家製燻製紅鮭　［Smoked Salmon］　¥600

春の盛り合わせ　[Seasons Vegetables dish］　¥ 500

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

季節のお野菜にこんがり焼いたディップ味噌をつけて

季節のお野菜に海老を練りこんだディップ味噌をつけて

沖縄風あぶら味噌豚肉入り

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。

ラーメンのようなサラダです。

アレルギー特定原材料：小麦・オレンジ

アレルギー特定原材料：大豆

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：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・オレンジ・豚肉

アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・豚肉・乳製品

CRAFT ピルクス　［Pickles］　¥ 380

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

海老味噌 ディップ　［Shrimp Miso dips］　¥ 550

アンダンスー ［Fried mixture of minced pork and miso］　¥ 450

自家製ポテトサラダ　［Potato salad］　¥ 450

ラーメン屋のサラダ　［Salad］　¥600

愛知の豆味噌ベースのコク旨スープに中太麺で。煮卵付。

京都の白味噌ベースの甘めスープに細麺。お子様歓迎。

韓国の辛味噌ベースの甘辛スープに板海苔ロックオン。中太麺。

燻製した甲州味噌のスープに中細麺。STOUT 角煮入り。

大阪豊能町「かあちゃん味噌」のスープに中細麺。

北海道スタイルのスープはオイルで焦がしたネギと中太麺がマッチ。

ベジ味噌ポタージュスープに春野菜がどっさりオン。中細麺でどうぞ。

旨みたっぷり甘辛スープに全粒粉入り平打ち麺をつるんっと。

馬肉を京桜味噌でほんのり甘く炊いたスープを、冷たくしめた中太麺でどうぞ。

アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・さば・鶏肉・豚肉

アレルギー特定原材料：小麦・大豆・さば・鶏肉・豚肉

アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・さば・豚肉・鶏肉

アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・さば・鶏肉・豚肉

アレルギー特定原材料：小麦・大豆・さば・豚肉

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

アレルギー特定原材料：小麦・大豆・サバ

アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・さば・豚肉

アレルギー特定原材料：卵・小麦・大豆・さば・さけ・鶏肉・豚肉

¥950
¥1,130
¥1,310

1 玉 
2 玉
3 玉

赤味噌らーめんスタウト煮たまご入り　[Red Miso (With Seasoned boiled egg)]　¥1,050

白味噌らーめん　[White Miso]　¥900

辛味噌らーめん　[Spicy Miso]　¥950

燻製味噌いぶし　[Smoked Miso "IBUSHI"]　¥1,080

ご当地味噌大阪山口納豆のせ　[Osaka Miso (With Natto)]　 ¥1,200

焦がし味噌北海道 発酵バター入り　[Fried Miso (With Fermented Butter)] 　¥1,100

春の野菜の味噌らーめん 蒸し鶏のせ　[Vegetables Miso]　 ¥1,380

つけ麺 8 号　[Dipnoodle No.8]　

桜肉と京桜味噌のつけ麺　[Seasons Tsukemen]　¥1,380

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・鶏肉・豚肉

アレルギー特定原材料：乳

アレルギー特定原材料：大豆

アレルギー特定原材料：さけ

アレルギー特定原材料：小麦・豚肉

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・豚肉

板海苔　[Seaweed］　¥150

スタウト煮たまご　[Seasoned bolied egg］　¥180

ネギ　[Green Onion］　¥180

蒸し鶏　[Steamed Chicken］　¥ 200

発酵バター　[Fermented Butter］　¥ 200

山口納豆 ( 豊能納豆 )　[Natto］　¥ 350

燻製紅鮭　[Smoked Salmon］　¥ 350

スタウト煮　[Pork stewed with STOUT］　¥ 400

全部のせ　[Egg.Seaweed.Pork.Green Onion］　¥ 450

肉増し　[Aditional Pork meat］　¥ 500

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 453 ｇは 4 名様以上向きです。
＊煮たまごなしは、-¥120
アレルギー特定原材料：卵トッピング時・小麦・豚肉

STOUT 角煮
［Pork stewed with STOUT (With seasoned bolied egg) ］

ハーフポンド：¥1,100 / 1 ポンド：¥1,820

平日ランチタイムはごはん・お漬物おかわり自由。

しょうが風味のチャーシュー丼です。

アンダースーがのっています。

アレルギー特定原材料：小麦・豚肉

アレルギー特定原材料：小麦・落花生・大豆・さば・豚肉

一色米穀店さんの白ごはん　［Rice］　¥ 200

DON みつか　［Tasty pork on Rice］　¥ 380

豚味噌丼　［Deep fried pork on Rice］　¥ 400

315ml：¥690 / 635ml ：¥990	

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」。

ドラフト　樽生　［Draft Beer］
リアルエール　［Real Ale］
ボトル　［Bottle Beer］　　330ml：¥700
シーズナルボトル　［Seasonal］　　330ml：¥800 〜

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。

本日の秋鹿　 [Today's Special Sake]　1/2 合 90ml：¥ 500 
純米各種　[Sake]　1/2 合 90ml：¥600
熟成酒　[Aged Sake]　＊たまに限定酒　1/2 合 90ml：¥800
お猪口で 3 種飲み比べ＋お気に入りの 1 杯　[Sake Flight ]　¥1,200

Coffee&Tea Deser プリンと宮出珈琲園さんの珈琲セット
[Pudding and coffee Set]　[ 各種 ]  ¥850

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！

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

提供時間はオーダー後 10 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。Palate お口直し

ビーガンらーめんVEGAN Ramen

12種類の野菜とクリーミーなベジ味噌スープ。中細麺で。

大阪豊能の「かあちゃん味噌」を使ったやさしい味わい。中細麺。

コクと旨みの赤味噌スープと中細麺。香味野菜をオン！

甘みとやさしさの白みそスープにフライドオニオン。細麺。

辛くて甘い！？クセになる味、板海苔付。中細麺。

アレルギー特定原材料：小麦・大豆

アレルギー特定原材料：小麦・大豆

アレルギー特定原材料：小麦・大豆

アレルギー特定原材料：小麦・大豆

アレルギー特定原材料：小麦・大豆

ビーガン 野菜　[VEGAN Vegetables]　¥1,200

ビーガン大阪　[VEGAN Osaka]　¥1,000

ビーガン東海　[VEGAN Tokai]　¥1,000

ビーガン京都　[VEGAN Kyoto]　¥1,000

ビーガン鶴橋　[VEGAN Tsuruhashi]　 ¥1,000

グルテンフリー麺に変更できます！ + ¥250


