TAKE FREE

Printed in September,2019
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!!
FREE

TM

SPOT

夏より秋が好き。

ID mitsuka-spot / PASS mitsukabose

みつか坊主公式 WEB サイト

We accept credit cards.

箕面ビール・生

Minoh Beer& Draft Beer
定番ビール Classic Beer

、
が
ル
ー
ビ
の
秋 うまい。
また

UK 1/2 315ml

¥700

UKP 635ml ¥1,010

ドラフトビール

Draft Beer

季節限定ビール Seasonal Beer
UK 1/2 315ml

¥810

UKP 635ml

¥1,110

お馴染み、樽出しの生ビール。
A familiar style, barrel draft beer.

リアルエール

Real Ale

樽内で二次発酵させたイギリス
の伝統的な製法のビールです。
炭酸はほとんどなく、ハンドポ
ンプでサービングしたクリー
ミーな泡と、まろやかな口当た
りが楽しめます。
It is traditional style beer of
UK pub, matured by secondary
fermentation in the barrel from
which it is dispensed, and served
without the use of extraneous
carbon dioxide.

飲み比べセット

Beer Flight set
生ビール 200ml ×３種類
3kinds of beer(200ml × 3)

ビールとの相性最高

Beer with Tapas
¥1000

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

ハーフポンド

1 ポンド

¥1,120 ¥1,860

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
"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

本日の生ビール・ハーフパイントと
本日のおつまみのセット。

ちょい飲み
セット

KAKUNI

Fried
chicken

Today's beer UK1/2 with Today's Tapas

Bottle Beer
ボトルビール

¥1,330

みつかの本気の唐揚げ
2ケ

4ケ

¥320 ¥460
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。

Fried chicken seasoned with Miso and Beer.

定番ボトルビール
Standard Bottle Beer

各

330ml
※ W-IPA のみ￥800 (W-IPA:¥800)

華やか香りには
「燻製紅鮭」が
GOOD ！

¥710

季節限定ビール
Seasonal Bottle Beer

330ml

¥820

こっくり
深みの味わいには
「角煮」をチョイス

すっきり
ラガーには
「唐揚げ」が
マスト

スタッ
箕面ビ フおすす
めの
ー
ペアリ ルにぴっ
たりな
ングを
ご紹介
！

リッチな味わいと
「焦がし味噌」に
アーメン

女子受け
抜群ペアは
「ポテトサラダ」

SEA
SO
NAL

キングオブクラフト、箕面ビール

自家製ポテトサラダ
Potato salad ¥460
みつか坊主の煮卵と手作りマヨネー
ズで作りました。ブラックペッパー
をガリガリっとかけて。
Homemade mayonnaise and Mitsuka’s
seasoned boiled egg potato salad.

PALE ALE

PILSNER

STOUT

WEIZEN

W-IPA

SEASONAL

ペールエール

ピルスナー

スタウト

ヴァイツェン

ダブル アイピーエー

シーズナル

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。

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。

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。

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。

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。

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。

Floral and pleasantly bitter,
with a crisp finish. A staple
ale that goes well with
anything.

Our most popular lager.
Stays cool and has a
refreshing aroma.

Dark ale, characterised by it’s
chocolatey notes, coffee-like
aroma and creamy texture.

It’s fruity aroma gives of
hints of banana and cloves.
The gentle flavour makes it
easy to drink.

A strong ale with 9% alcohol
and 2.5 times more malt and
hops than normal beer.

We have a rotating stock
of beers that change from
season to season, please ask
staff for details.

最終ページにアレルギー特定原材料を確認できる QR コードを用意しております。

味噌って楽しい。
味噌って不思議。

KAKUNI

Fried chicken

ビールとの相性最高

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

ハーフポンド

Shrimp Miso dips

みつかの本気の唐揚げ

海老味噌ディップ

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。

1 ポンド

¥1,120 ¥1,860

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

大阪最北端の能勢町で、完璧な酒造りを行うため米づくりにこだわり、
醸造用アルコールを一切使用しない純米蔵。

In NOSE, northernmost town of Osaka
Prefecture, they are particular about rice
production to make perfect sake. The sake
brewery in which only pure rice sake is made by
a method using no alcohol for brewing.

Shrimp Miso with various autumn
vegetables. It's full of shrimp flavor.

4ケ

Japanese Sake

/

90ml 1 2 合

本日の秋鹿 ¥520

Roasted Beans

５色の炒り豆

¥350

みつか坊主スタッフおすすめメニュー！

どうも！新人アルバイトのむっちゃんで
す！私がおすすめするのは” 糀ぷりん” ！！
糀のつぶつぶとココナッツ香る優しい甘
さがクセになる！さらにさらに、容器も
とっても素敵なんです！ラーメン屋にプ
リン ...?! と思ったそこのあなた！食後のデ
ザートにぜひ 1 度お試しあれ（＾ o ＾）

み つ か 坊 主 自 慢 の 厚 切りチ ャ ー
シューをこんがり炙って、特製ダレ
を絡めたネギをどっさりのせました。
Mitsuka's thick sliced baked pork
and plenty of green onions seasoned
with vineger and soy sauce.

Autumn Vegetables Dish

秋の盛り合わせ

CRAFT Pickles

Aged Sake

お得な秋鹿
飲み比セット ¥1,230
迷ったら！
お猪口で 3 種＋お好きな一杯グラスで、どうぞ！

¥390

CRAFTピクルス

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

シトラホップ、コリアンダー、オレンジ
ピール入りの自家製ピクルス！持ち帰り
できます。
Vegetables pickled with malt vinegar, hop,
coriander, orange peel.Take out OK!!

自家製燻製鮭

¥520

SOFT Drink

¥620

ソフトドリンク

瓶コーラ

Coke ¥390

日本人にお馴染み塩紅鮭を、お店で燻製しました。
ビールにも日本酒にも最高のおつまみ。

オレンジジュース

We smoked Sockeye salmon, a familiar dish
in japan. This is good with beer and sake.

Sweet potatoes, Pumpkins, Chestnuts, Mushrooms.
Autumn vegetables with savory miso and baked cheese.

じっくり蒸したしっとりな鶏に、
手作りタルタルソースをかけました。

熟成酒 ¥820 たまに限定酒アリ

Smoked sockeye salmon

さつまいも、かぼちゃ、栗、キノコなど、秋らしい野菜を母ちゃ
ん味噌と共に。※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。

蒸し鶏 ¥780

¥460

This recipe is inspired by Andasu, a
local dish of Okinawa.

Staff Recommend

¥720

純米酒 各種 ¥620

Sake made without added alcohol or sugar.

甘辛い豚肉入りあぶら味噌。沖縄の
郷土料理アンダンスーのみつかアレ
ンジ。ご飯もお酒もすすみます〜。

Five kinds of Roasted beans
with the raw ingredients.

Bakedpork with Green onion

Today's Sake

アンダンスー

Fried mixture of
minced pork and miso

白大豆、青大豆、赤大豆、黒大豆、小豆入り。
ぽりぽり香ばしくって懐かしい味。

Steamed Chicken
with Tartar sauce

農醸一貫造り、秋鹿

¥320 ¥460

"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

ネギチャーシュー

¥560

色々秋野菜を、海老の香りたっぷりの海老味噌にディップ
して。クセになる味です。

Fried chickenseasoned
with Miso and Beer.
2ケ

SAKE

Orange Juice ¥390

能勢ミネラル・スパークリング・ウォーター

Osaka Sparkling Water ¥390

Steamed chicken with
homemade tartar sauce.

フジワラルーツファームの 100% りんごジュース

蒸し鶏

す
ろう
ひ
の

Tofu with
mix
Fried

ve
ge
.

香ばしいフライ
ドオニオン

ビーガン京都
お
B ak

食べられない方。みんなに味噌ラーメンを食べて貰いたい。そんな想いで出来た

クリーミー

のが、みつかのビーガンラーメンです。ご提供にはお時間がかかります。

Sweet

¥1,230

スープ：京都の白味噌ベース ( 石野味噌・上撰 )
麺：国産小麦配合のなめらかストレート中細麺
Soup : White Miso from Kyoto.
Noodle: Medium thin noodle made from savory Japanese wheat.

n.

やさしい甘み

アレルギーをお持ちの方はスタッフへお知らせ下さい。

e d w h e a t g l u te

Creamy

アレルギー、宗教上、健康面、動物愛護などの理念、色々な理由で動物性の物が

Savory fried onion

VEGAN Kyoto

ふ

山口
納
豆

100% Apple juice Fujiwara Farm ¥590

If you are allergic, please let us know.

12 種類の野菜

Spicy

12 kinds of vegetables

ビーガン 野菜

辛い ! でも甘い

¥1,230

VEGAN Vegetables
スープ：京都の白味噌と野菜のポタージュ ( 石野 味噌・上撰 )
国産小麦配合のなめらかストレート中細麺

らーめんといえば板海苔

Soup : White miso from Kyoto and creamy vegetable potage.
Noodle:Medium thin noodle made from savory Japanese wheat.

4 種の香味野菜

ビーガン東海

ビーガン鶴橋

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：小麦の風味豊かなモチモチ中太麺

¥1,230

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：小麦の風味豊かなモチモチ中太麺

Soup : A special secret blend of Korean sweet,
spicy miso and various kinds of Japanese miso.
Noodle:Soft and sticky medium bold.

Soup : Red Miso from Aichi is blended.
Noodle:Soft and sticky medium bold.

さっぱり大根おろし

ビーガン大阪
グルテンフリー麺に
変更できます！ + ¥260

¥1,230

VEGAN Tsuruhashi

4 kinds of potherbs

VEGAN Tokai

Ramen is about seaweed

Grated Japanese radish

¥1,230

VEGAN Osaka

Rich

スープ：大阪・豊能のかあちゃん味噌 ( 夢工房 )
麺：国産小麦配合のなめらかストレート中細麺

コク旨み！

Clear

les
We can change nood
60.
to gluten-free for ¥2

あっさり !

みつか坊主はお味噌を通じて、
人と地域を醸します。

Soup : "KA-CHAN Miso"from Toyono district,Osaka.
Noodle:Medium thin noodle made from savory
Japanese wheat.

MONTHLY Tsuke-men

らーめん屋さんの

丼 飯

毎月おいしい。季節のつけ麺

豊能町産 米麹味噌使用

DON みつか DON MITSUKA ¥390

大阪もん Osaka-mon

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

小麦の風味豊かな中太麺
1玉

2玉

¥1,310

DONBURI

１玉２玉をお選び下さい。

豚味噌丼 Andasu DON ¥410

沖縄の郷土料理アンダースーをたっぷりのせました。

「和牛と納豆使ってま」食い倒れのマチ大阪にも大豆やお米にえ
らいこだわった、クラフト味噌や納豆がありますねん。和牛と水
菜を使った関西人がむっちゃ好きな「はりはり鍋」風のスープに、
トッピングは山口納豆さんの豊能納豆やで。お味噌と合わさると、
納豆の独特な香りが旨いコクに変わるんやて！大阪もん W 発酵、
楽しんでや〜〜！

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

一色米穀店さんの白ご飯 Rice ¥210

みつか坊主蛍池本店のある豊中のお米屋さんです。
Plane rice from a rice store in Toyonaka city,
located near our restaurant in Hotarugaike.

Osaka has locally grown fermented foods. The soup made with miso from
TOYONO-Osaka, and wagyu beef and mizuna reef in it. Kansai people’s
favorites Nabe called “Hari-hari-nabe” inspires us this recipe. Please eat while
mixing TOYONO Natto into the soup!!Noodle: Medium bold

平日ランチタイム時の、
ごはん・お漬物おかわり自由です 。

替 麺 KAEMEN
みつかの替麺 ¥260

BASIC
Ramen

うれしい！学生証提示で替麺1玉無料！！

みつかの替麺は麺だけじゃない！！二度おいしい。
The "Kaemen" , Extra Noodles.If you order
"Kaemen" , Please leave your soup.we bring Extra
Noodles with some kinds of Topping. While your
soup is still hot, drop them into the soup!

迷ったらまずはコレ。
ブレない、みつかの定番

小学生以下のお子様限定
白味噌半玉ラーメンできます！
こどもらーめん ¥500 （替麺半玉無料）

小麦の風味豊かな中太麺

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

小麦の風味豊かな中太麺

¥1,070

小麦の甘さ引き立つ細麺

白味噌らーめん

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。

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

WHITE MISO

The miso from Pre.Aichi.It has a rich taste.With Seasoned
boiled egg, Chicken meat ball , Boiled pork,Green onion.
We use pork and chicken bouillon *Without egg, ¥120 off
Noodle:Soft and Sticky Medium bold

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.
Noodle:Thin with sweetness of wheat

TOPPING 人生色々、トッピングも色々。
実は隠れたスピードメニュー！

板海苔
Sea weed

煮たまご
Seasoned boiled egg

¥160

ネギ
Green Onion

¥190

¥190

¥920

辛味噌らーめん

とろーりチーズのせ

＋ ¥100

＋¥200

＋ ¥300

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。新しく
(With Melty Cheese)
とろ～り焼きチーズがトッピングに。辛いのがお好きな
かたは、更にから～くできます。チーズなしはー 230 円

SPICY MISO

「オマエの所のらーめんは遅い。
」
とおっしゃる方へ。すみません。

¥1,200

Japanese and Korean miso.Several kinds of spices are used so it has a rich,sweet
and spicy taste.With Chicken meat ball , Boiled pork, Green onion, Seaweeds.So
good with creamy and melty Cheese.We use pork and chicken bouillon.*Without
cheese, ¥230off. Noodle:Soft and sticky Medium bold

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。

色々選んで、
「おつまみに！」とスタッフにお伝え下さい。

蒸し鶏
Steamed Chicken

¥210

発酵バター
Fermented Butter

¥210

豊能納豆
Osaka Natto

¥360

燻製紅鮭
Smoked salmon

¥360

スタウト角煮
Pork stewed with STOUT

¥420

全部のせ
All star

¥460

肉増し
Aditional meat

¥520

SPECIAL Ramen
いつかはぜんぶ。食べたい

国産小麦配合の中細麺

秋の野菜の味噌らーめん 蒸し鶏のせ
Vegetables MISO (With Steamed Chicken) ¥1,410

全粒粉の平打ち麺

つけ麺 8 号
Dip noodle No.8

1玉

2玉

3玉

¥970 ¥1,150 ¥1,330

野菜の甘みがトロトロ溶け込んだ、京都の白味噌仕立てのあた
たかいポタージュスープに、さつまいも・かぼちゃ・栗・キノ
コなどなど秋の美味しさたっぷりの野菜をトッピングしました。
※蒸し鶏なしは－１８０円

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

This ramen is made from 12 kinds of vegetables and miso.
Enjoy the creamy soup and food texture of Autumn Vegetables.
Noodle:Medium thin

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) Noodle:Flat
*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!

国産小麦配合の中細麺

イカスミブラック
IKASUMI Black ¥1,200
イカスミとお味噌の濃厚なコクに、香ばしい
ニンニクのパンチが効いた真っ黒〜いスープ。
池村製麺さんの特製中細麺が映えてます !! 別
皿のトッピングをお好みで乗せながら。
“IKASUMI Black” made of squid ink and miso. The
soup is rich taste and savory garlic flavor. IKEMURA
SEIMEN’s special noodles look pretty in deep black
soup!! Please eat while putting the topping as you like.
Noodle:Medium thin

国産小麦配合の中細麺

小麦の風味豊かな中太麺

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

¥1,120

ご当地味噌おおさか
山口納豆のせ
Osaka MISO (With Natto) ¥1,230

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

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－２3 ０円

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. Noodle:Medium bold

This inspires us with home-made miso soup in Osaka. The taste
is light, mild and clear. We mainly use the malted rice miso, called
KACHAN-MISO. “KA-CHAN” means “mom” in Japanese.The taste is
soft, mild and clear. *Without Natto, ¥230 off. Noodle:Medium thin

みつか坊主はお味噌を通じて、
人と地域を醸します。

山口納豆のひろうす
Fried Tofu with mix vege

¥290

MIYADE farm's Coffee & Tea

糀ぷりん

KOUJI Pudding

Our Local
column

宮出珈琲園さんの

食後のコーヒーとお茶

石野味噌 上撰白みそ入り ココナッツ味

ぷ

り

¥460

宮出珈琲園・農園主
The Roast Labo・代表

り

ぷ

糀つぶつぶ、砂糖・乳製品不使用。
お米と糀の自然な甘み。
お持ち帰りできます。

ボ ク ラ が 行 くと こ、
ど こ で も「 地 元 」
。

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。

ぷ

Fermented rice drink & coconut milk pudding.
No sugar, No milk Added!! Take out OK.

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。

VOL.6

古墳の世界遺産登録とその問題点
Vol.1 解説ボランティアの方々

ブレンド珈琲 Coffee

INFORMATION

やさしいブレンド

10月20日

りんごマルシェ 中津グローカルマーケット@阪急中津スクエアに出店

10月21日〜27日

蛍池ハロウィンバルに蛍池本店が参戦！仮装して盛り上がろう！！
※ハロウィンバル開催期間は、
10月21日〜27日迄ですが、
21日は本店定休日のため不参加となります。

11月9日・10日
11月16日

珈琲花茶

珈琲果実茶

Coffee fruit tea

珈琲の果実を発酵させずに
生から独自の製法で乾燥

珈琲豆茶 Coffee bean tea

ボタフェス＠池田 細川小学校跡地に出店

味噌ぷりんに合わせてきな粉の様な香りを抽出

イロドリ＠西宮廣田神社に出店

各
100 円お得！

みつかのおみやげ

かあちゃん味噌

¥500

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。

Tasty Apples’re grown carefully without using agricultural
chemicals as much as possible by Mr.and Mrs.Fujiwara at the
Fujiwara roots farm in Nagano.

Queen T-shirt
¥2,600

Lion hoodie
¥4,200

Lion T-shirt
¥2,600

SPECIAL GOODS

¥880

go on sale!!

Washi tape ¥300

AYAKO MOTONAGA Profile

Shop Information

「世界遺産」と「住宅街」
、この両者が平然と共存する例は僅少
だ。それゆえ、一部の地元住民の間では生活圏が急に世界遺産
化・観光地化したことによる困惑も広がっているという。メディ
アは世界遺産登録の喜びを伝えるばかりで、負の側面をあまり
伝えてはいない。誰かが伝えなければ、困惑の声はお祝いムー
ドにかき消されてしまう。
そこで、世界遺産登録前後に取材で何度も百舌鳥・古市古墳群
を訪ねた筆者が、古墳マニア兼古墳を勉強中の大学生という独
自の視点から、
『古墳の世界遺産登録とその問題点』を探って
いくことにした。ボランティアの A さん「人数的には、平日で
も去年の今の時期の２～３倍やねぇ。休みの日なんか 10 倍く
らいかも知らん」

世界遺産登録がほぼ確実となった 2019 年春以降、百舌鳥・古
市古墳群を訪れる人の数は急激に増えた。人気は特に大阪府
堺市百舌鳥古墳群の中でも一際大きな『日本一の古墳』こと
仁徳天皇陵古墳（大山古墳）に集中している。そこで、堺市
の解説ボランティアの方々は、その仁徳天皇陵古墳の参拝所
の前に立ち、観光客に対して古墳群の解説を行っているのだ。
A さん「正直ここに来たって古墳の形なんかわかれへんのよ。
だから我々が解説して、少しでも満足して帰ってほしいんで
すわ」

みつか坊主オリジナルグッズ、続々登場。
アーティストコラボ第一弾！元永彩子さん
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。

一方で、問題が噴出しつつあるのもまた事実と言えよう。最近
では上空から古墳を観覧する観光ヘリコプターの騒音に対して
苦情が大量に寄せられたという。地元住民からこんなにも苦言
が呈された世界遺産がほかにあるだろうか。

※各、
提供時間は 10 分前後頂きます。

毎月第三木曜日

長野県の藤原さん夫婦が、減農薬栽培で育てたりんごでできた、
無添加の 100% ストレートジュースです。

本 店 のエビ 味 噌

¥590

咖 喱ラーメンが、

Fujiwara roots farm's 100% Apple juice

醸 に やって く る 。

今月は、十月十七日。

100% りんごジュース

¥520

珈琲＋プリンのセット
STORE

フジワラルーツファームさんの

全長 100m, 200m を超える約 1500 年前の「お墓」が住宅街の
中にズラリと並ぶ。大阪府百舌鳥・古市古墳群。2019 年 7 月
にその歴史的価値が広く認められ、晴れて世界文化遺産に登録
された。国・自治体・学者・地元住民の多くは、この空前の「古
墳フィーバー」に沸いている。古墳群の保存体制を強め、観光
客を誘致し、街を盛り上げていく構えらしい。

Coffee flower tea

淡い夏色で日なたの薫り

Queen emblem
¥600

続きは web で。
https://www.ourlocal-info.com/post/kofun001

Lion badge
¥500

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。

Lion eco bag ¥1,800

店舗情報

各メニューのアレルギー特定原材料をご確認いただける

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

ページを用意しております。表示以外で気になるものが

みつか坊主蛍池本店｜ MITSUKABOSE HOTARUGAIKE HONTEN 〒 560-0033 大阪府豊中市蛍池中町 2 丁目 5-13 ｜ TEL：06-6850-3532

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。

OPEN 火 - 土［昼限定★カレーラーメン営業中！］ 11:30-14:30（L.O）
・18:30-23:30（L.O) ｜ 日・祝 12:00-15:00（L.O）
・18:30-21:30（L.O) ｜ 定休日：月曜日

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」 発売中！
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 !!

For UBER eats
MAZESOBA MENU

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

・東海味噌まぜそば

( 愛知の赤味噌 )

・京都味噌まぜそば

( 京都の白味噌 )

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

・鶴橋味噌まぜそば

( 韓国の辛味噌と数種の国産味噌 )

各

¥1,380
別途送料

Tokai Miso
Kyoto Miso
Tsuruhashi Miso

Including TAX. 表示価格は全て税込み価格になります。

