
春なのに  春なのに  ため息またひとつ

SPRING 2020

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!! みつか坊主公式 WEB サイト

TM

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

TAKE FREE!
ご自由にお持ち下さい

SAKE

農醸一貫造り、秋鹿

In NOSE, northernmost town of Osaka Prefecture, 
they are also 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.

大阪最北端の能勢町の酒蔵「秋鹿酒造」は「農醸一貫」を掲げ、

無農薬有機栽培での米作りから酒造りをはじめる。

醸造用アルコールを一切使用しない純米蔵。

Voices of staf  !
みつか坊主スタッフ
おすすめメニュー！

こんにちは！秋鹿大好き西田と横井です！
そんな僕たちがお勧めする一品は、「春の盛り合わせ」です！！
野菜が季節ごとに変わり、盛り付けも味も抜群に楽しめます！
お酒のあてをお探しの方、インスタ映え狙う方、必見です！！

 Including TAX. 表示価格は全て税込み価格になります。 

本日の秋鹿 1/2 合と、
春らしいおつまみのセット。

Today's Sake (90ml) 
& Today's spring Tapas

春の秋鹿
ちょい飲みセット

本日の秋鹿

Sake with Spring Tapas
Today's Japanese Sake

¥900

ビールは裏麺。もとい、裏面です。

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
火-日　11:30-14:30（L.O)・18:00-22:00（Food L.O), 22:30（Drink L.O)
定休日：月曜日

Shop Information
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 
火-土[昼限定★カレーラーメン営業中！] 11:30-14:30（L.O)・18:00-23:00（L.O) 
日・祝　11:30-14:30（L.O)・17:30-22:00 　定休日：月曜日

熱燗
できます！純米酒

純米吟醸酒

熟成酒・限定酒

¥520

¥620

¥820

90ml 1/2合

Junmai Sake

Long-aged or Limited Sake

Junmai Ginjyo 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！

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



エビの香り splash ！！濃厚〜なエビ味噌スープを、小麦の旨味豊かなのツルツ
ル中太麺にたっぷりつけて。レモンドレッシングのかかった爽やか〜なパクチー
サラダもご一緒に！初夏を感じて下さい。残ったスープにエビ風味のスープ割
りと酸っぱいサラダを IN すれば、みつか風トムヤムクンに。AB 面（海老麺）
2 倍楽しめます！「スープ割りお願いっ」とお気軽にお声かけ下さい〜

Full on shrimp flavour! Our hot shrimp miso soup is served with cooled wheat 
noodles, cut thick so it grabs the soup. Feel the summer start with refreshing 
coriander salad ,  served with  lemon dressing. Once your done with your noodles, 
you can add soup to the shrimp broth and mix in salad to make a mitsukabose tom 
yum.  Just tell our staff “soup wari kudasai”."

おすすめ、おいしい。季節のつけ麺
Recommended Tsuke-men!

濃厚エビ味噌つけ麺

¥1,4801 玉 2 玉 １玉２玉をお選び下さい。

※茹で時間いただきます！提供の順番が前後することがございます。

小麦の風味豊かな中太麺

Shrimp miso tsukemen and coriander salad

パクチーサラダ付 

迷ったらまずはコレ。ブレない、みつかの定番BASIC Ramen

¥1,070
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

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。

赤味噌らーめん 
STOUT 煮たまご入り

白味噌らーめん

RED MISO (with Seasoned boiled egg)

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 

小麦の風味豊かな中太麺 小麦の甘さ引き立つ細麺

¥920

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

辛味噌らーめん
とろーりチーズのせ　

小麦の風味豊かな中太麺

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。新しくとろ〜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  (With Melty Cheese)

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

¥1,200

いつかはぜんぶ。食べたいSPECIAL Ramen

味噌って楽しい。味噌って不思議。

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 +450 円約 1/4 ポンド

つけ麺 8 号
Dip noodle No.8

¥970
1 玉

¥1,150
2 玉

¥1,330
3 玉

全粒粉の平打ち麺

※茹で時間かかります。

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!

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－ 230 円

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

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
"KAWACHI"duck topping (¥1,100) is recommended!

¥1,230

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. Noodle:Medium bold

¥1,120

小麦の風味豊かな中太麺

¥100＋

¥300＋

¥200＋



みつか坊主はお味噌を通じて、人と地域を醸します。

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！
色々選んで、「おつまみに！」とスタッフにお伝え下さい。

・板海苔　Sea weed ¥160
・煮たまご　Seasoned boiled egg ¥190
・ネギ　Green onion ¥190
・蒸し鶏　Steamed chicken ¥210
・発酵バター　Fermented butter ¥210
・豊能納豆　Osaka Natto ¥360
・全部のせ　All star ¥460（チャーシュー・煮卵・板海苔・ネギ）
・燻製紅鮭　Smoked salmon ¥360
・スタウト角煮　Pork stewed with STOUT ¥420
・肉増し　Additional meat ¥520
・山口納豆のひろうす　Fried Tofu with mix vege ¥290
・河内鴨の豊能味噌焼き　Roasted "KAWACHI" duck ¥1,100

Osaka  local specialties

山口納豆で昔ながらの製法で作られた「豊能納豆」は、大阪・豊能産の
粒の大〜きな大豆だけで作られ、風味も食感もしっかり！ちょっと他にな
い納豆です。ラーメンにトッピングすれば、スープの引きがスゴイ！納豆
好きの方は必食です。

"Osaka Natto" is fermented soybeans from Toyono located in northern 
Osaka.Try it on ramen!! Enjoy Sticky texture and Natto's flavor ♪

定番のトッピング！

季節のおすすめトッピング！

アレルギーをお持ちの方はスタッフへお知らせ下さい。If you are allergic, please let us know.

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

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

Rice

¥210
平日ランチタイム時の、
ごはん・お漬物おかわり自由です 。小学生以下のお子様限定

白味噌半玉ラーメンできます！
さらに！替麺半玉無料です！

¥500こどもらーめん

Miso marinated CHASHU bowl
味噌漬けチャーシュー丼

¥380
S サイズ

¥630
M サイズ

しっとり味噌漬けチャー
シューに特製味噌ダレ！
白ねぎ・わさびがアクセ
ントです。

Green onion and Roast 
pork with miso sauce 
topped on rice.

替麺 ¥260 うれしい！学生証提示で替麺1玉無料！！

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

Soup: "KA-CHAN Miso"from Toyono district,Osaka.

Noodle:Medium thin noodle made from savory

Japanese wheat.

ビーガン 大阪 ¥1,230
VEGAN Osaka

さっぱり大根おろし

Grated Japanese radish

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

ビーガン 鶴橋 ¥1,230VEGAN Tsuruhashi

らーめんといえば板海苔

Ramen is about seaweed

Clear
あっさり !

Spicy
辛い ! でも甘い

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。

Creamy
クリーミー

グルテンフリー麺に
変更できます！+ ¥260

We can change noodles
to gluten-free for ¥260.

这个拉面可以去掉五荤。要点餐的客人可以用手指这句话。

みつかのつけ麺、ウーバーイーツで食べられます!

豊能納豆
Osaka Natto 

¥360
Osaka local

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

Soup:White miso from Kyoto and creamy vegetable potage.

Noodle:Medium thin noodle made from savory Japanese wheat.

ビーガン 野菜 ¥1,230
VEGAN Vegetables

12 種類の野菜

12 kinds of vegetables



味噌って楽しい。味噌って不思議。

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) I
t'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

¥1,120 ¥1,860
ハーフポンド 1 ポンド

Roasted "KAWACHI" duck
河内鴨を大阪豊能産のかあちゃん味噌に漬け込み、
じっくりローストしました。

河内鴨のかあちゃん味噌焼き
¥1,480

"KAWACHI" duck roasted marinate of Osaka local miso.

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 chickenseasoned with Miso and Beer.

2 ケ 4 ケ¥320 ¥460
みつか坊主の発酵唐揚げ
Fried chicken

春の盛り合わせ ¥520
Spring Vegetables Dish

芽キャベツ、苺、菜の花など、春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
入れにより変更もございます。
Brussels sprouts, strawberries, canola flowers.
Spring vegetables with savory miso and baked cheese.

Minoh Beer
箕面ビール・生　 生ビール 200ml ×３種類

Beer Flight set
飲み比べセット

3kinds of beer(200ml × 3) ¥1,330

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

ち
ょい
飲
み

セ
ッ
ト

¥1000

ソフトドリンクSOFT Drink 藤原ルーツファームの100%りんごジュース　￥590
Fujiwara Farm's 100% Apple juice

能勢ミネラル・スパークリングウォーター　￥390
Osaka sparkling water

宮出珈琲農園のブレンドコーヒー　￥520
Miyade farm's Blend Coffee 

旨ダレ ! ネギ盛りチャーシュー　¥720
Baked Pork With Green Onion

自家製タルタルのしっとり蒸し鶏　¥780
Steamed Chicken with Tartar sauce

季節のお野菜の海老味噌ディップ　¥560
Shrimp miso dip with Spring vegetables

紅鮭の燻製　¥620
Smoked sockeye salmon
ホップが香る彩りピクルス　¥390
CRAFT Pickles

みつかのポテサラ　¥460
Mitsuka's potato salad

糀ぷりん　Regular ¥460/ Petite ¥250
KOUJI Pudding
あいすくりん モナカ　¥310
Icecrin MONAKA

Alacarte 一品！

Classic Beer定番ビール
1/2UK 315ml ¥700

UKP 635ml ¥1,110

¥8101/2UK 315ml
635mlUKP ¥1,220

季節限定ビール Seasonal Beer

Draft Beer
&

Real Ale

瓶コーラ　￥390
Coke

オレンジジュース　￥390
Orange juice

ペールエール
PALE ALE

ピルスナー
PILSNER

スタウト
STOUT

ヴァイツェン
WEIZEN

ダブル アイピーエー
W-IPA

シーズナル
SEASONAL

SEA
SO
NAL ※ W-IPA のみ￥820 (W-IPA:¥820)

定番ボトルビール
Standard Bottle Beer

¥710
330ml

各

330ml
季節限定ビール
Seasonal Bottle Beer

¥820

Bottle Beer
キングオブクラフト、箕面ビール

本日のビールは
スタッフに

お尋ね下さい。


