
みんなで集まって過ごしたり、外で景色を楽しみながら食事をしたり。

お肉がおいしい季節になりました。

自然の中でていねいに育った健康なお肉を食べると心まで元気になりますね。

おいしいって元気だ。

Hokkaido
Tokachi

雄大な自然と食の宝庫として名高い北海道
十勝で、新しいブランド牛が誕生しました。
生産、飼育、餌、加工すべてにわけのある良
品です。

子牛からの一貫生産で
のびのび育てるからおいしい。
子牛から育てることで、
移動等でかかる牛のストレスを軽減。
広 と々した牛舎でのびのび育てています。

ハーブ専用飼料で
香りまでおいしい。
牛肉独特の獣の臭いを抑えるために、
4種類のハーブをブレンドした飼料を与え、
さらに上質な味わいを実現。

加工場は北海道HACCP認定。
安心・安全を徹底管理。
十勝にある専用の加工場は、
食品の衛生管理手法 北海道HACCPの
認定を受けています。

日勝ファームの清潔で広 と々した牛舎で育てています。

とかち一徹牛
い っ て つ ぎ ゅ う

牛肉本来の旨みをたっぷり味わえる理想の赤身肉

大阪住吉 成康キムチ

旬の食材を使用した無添加の生キムチです。
白菜生キムチ 110g 消費税込356円
ごぼう生キムチ 80g 消費税込518円
さきいか生キムチ 50g 消費税込518円
生イカ生キムチ 55g 消費税込518円

6月1日｜土｜・2日｜日｜

6月1日｜土｜・2日｜日｜

成田屋特製 焼肉のたれ
化学調味料や合成保存料を一切使用していない無添加の焼肉のたれ
です。素材の味を生かすためにつくられた味わい深い一品です。
300ml　消費税込637円
金城寺 焼肉の塩だれ
すっきりとした塩味と、さっぱりとしたレモンの酸味がおいしさを引き立てます。
にんにくの旨みとブラックペッパーでアクセントを利かせています。
178g　消費税込410円

宮崎県産豚肉「高城の里」全品
焼酎かすや麹菌などの植物性飼料にこだわりました。
肉質はきめ細やかで脂身は甘く、とってもジューシーな味わいです。
100g　消費税込216円均一

6月1日｜土｜～3日｜月｜

国内産 あじわい丹波鶏全品
飼料にこだわり、良質な鶏のみを選別しました。良質なコクと旨みが
凝縮されていて、ぷりっとした食感がくせになります。
100g　消費税込138円均一

6月1日｜土｜～3日｜月｜

おいしいものは、からだにうれしい。おいしいものは食が自然に進みます。しっかり食べて暑さに負けないからだに。

598
880

6月1日｜土｜～3日｜月｜

低温でじっくり焼き上げた店内厨房自家製のローストビーフ。
サラダに和えてさっぱりとお召しあがりいただくのがおすすめです。
とかち一徹牛
ローストビーフ(モモ） 100g　消費税込598円
ローストビーフ(ロース） 100g　消費税込880円

1,080

6月1日｜土｜～3日｜月｜

希少部位のイチボにまろやかにとろけるウニは相性抜群です。
イートイン海鮮丼コーナーにて販売。
とかち一徹牛 イチボと雲丹のローストビーフ丼
1杯　消費税込1,080円

とかち一徹牛
日替り奉仕

980
6月1日｜土｜ ヒレステーキ

1枚（100g）　消費税込980円

398
6月1日｜土｜ すき焼用（肩ロース）

100g　消費税込398円

598
6月2日｜日｜ 焼肉用（カルビ）

100g　消費税込598円

880
6月2日｜日｜ カイノミステーキ

1枚（100g）　消費税込880円

380
6月3日｜月｜ すき焼用切落し

100g　消費税込380円

380
6月3日｜月｜ 焼肉用切落し

100g　消費税込380円

表面



毎日の人気商品がお買得

6月1日｜土｜～3日｜月｜各日11時より

「まっことうまい！」黒潮本まぐろを解体販売いたします。
今回はお寿司のにぎりたてや海鮮丼を大特価にて販売いたします。

高知県大月町産 黒潮本まぐろ(養殖）解体にぎりたて販売　

赤身 1貫　消費税込108円　 中トロ 1貫　消費税込108円　 大トロ 1貫　消費税込150円
高知県大月町産 解体したて黒潮本まぐろ海鮮丼（炙りほほ肉、頭肉入り）

1杯　消費税込1,080円　　　　　　イートイン海鮮丼コーナーにて販売。　30杯限定

チリ産 銀鮭切り身（振り塩） 1切　消費税込108円 1000切限定

沖縄あぐ～豚 切落し（解凍） 100g　消費税込180円 30kg限定

国産黒毛和牛 焼肉用切落し 100g　消費税込580円 30kg限定

伊丹産業 北海道産 ごうぐみ 5kg　消費税込1,980円 100袋限定

アキタ わかばちゃん（玉子） 
1パック（10個入）　消費税込108円 500パック限定

高知産他 オクラ 1ネット　消費税込108円 200ネット限定

高知産他 きゅうり 1袋　消費税込108円 200袋限定

熊本産他 すいか 1/8切　消費税込398円 50切限定

6月1日｜土｜限り

国産 とらふぐてっちり（養殖） 1尾　消費税込1,980円 50尾限定

長野産他 キャベツ 1玉　消費税込108円 200玉限定

熊本産他 トマト 1玉　消費税込98円 200玉限定

ニュージーランド産 スウィートグリーンキウイ
1袋　消費税込358円 100袋限定

モロッコ産 蒸し真だこ 100g　消費税込198円 30kg限定

国産豚肉 肩ロース切落し 100g　消費税込180円 30kg限定

国産牛肉 ローストビーフ切落し 100g　消費税込324円 30kg限定

小野製麺 半田麺（和紙巻き） 1袋（300g）　消費税込298円 100袋限定

大山ハム あらびきポークウインナー 1袋（500g）  消費税込698円 100袋限定

6月2日｜日｜限り

国産 ちりめん 100g　消費税込299円 30kg限定

国内産 若鶏もも肉 100g　消費税込88円 50kg限定

店内厨房自家製 一口ヒレカツ 1枚　消費税込108円 200枚限定

和歌山産他 ブロッコリー 1株　消費税込138円 200株限定

福岡産他 小松菜 1袋　消費税込88円 200袋限定

ニュージーランド産 ゴールドキウイ 1玉　消費税込98円 100玉限定

国産 炭火焼かつおたたき・解凍 100g　消費税込108円 50kg限定

梶原乳業 みんなだいすき 酪農牛乳 1000ml　消費税込188円 200本限定

6月3日｜月｜限り

無印良品 イオンモール堺北花田
Café&Meal MUJI
〒591-8008 大阪府堺市北区東浅香山町4-1-12 イオンモール堺北花田 1F
電話 072-252-2444　営業時間 10:00-21:00
最寄駅 地下鉄御堂筋線 【北花田駅】2号出口すぐ

無印良品 イオンモール堺北花田　https://shop.muji.com/jp/sakai-kitahanada/
株式会社 良品計画 〒170-8424 東京都豊島区東池袋4-26-3 ○掲載商品の仕様・価格・発行時期・デザイン等は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。 
○印刷の都合上、実物と多少色・仕様が異なる場合がございます。 ○数量に限りのある商品もございますので、品切れの場合はご容赦ください。 ○サイズなどは多少の個体差がござ
います。ご了承ください。 ○掲載商品の表示価格には消費税が含まれています。 ○発行:2019年6月 ○チラシ有効期間:2019年6月1日～3日 ○食品の写真は全てイメージです。

from MUJI

2018年00月00日

食の専門売場を備えた無
印良 品 が0月00日、大
阪・堺にオープン

2018年00月00日

[イオンモール堺北花田0
月00日(○)リニューア
ル オ ープ ン！]Café＆
Meal MUJI初のビュッ
フェスタイルです。

ダウンロードはこちら
www.muji.com/jp/passport 

MUJI passportのアプリから「イオン
モール堺北花田」をフォローすると、日替
わりのお買い得情報やおすすめ商品、
イベント情報を「from MUJI」でお届け。

お得で旬な情報を
お届けします。

※操作を行う前に、ご利用のMUJI passportの
　バージョンが2.3.0以上かをご確認ください。

店舗フォローメンバー限定プレゼント
2019年6月1日｜土｜－3日｜月｜
消費税込3,000円以上お
買い上げで中央総合受付
にレシートを提示いただい
たお客さまに1周年記念オ
リジナルマイバッグをプレゼ
ントいたします（毎日先着合
計100名さま）

シルク入りカップ付きキャミソール
保湿性のあるシルクとオーガニックコットンを
混紡し滑らかに仕上げました。肌触りがよく、
一年中着用できます。

婦人 消費税込1,990円

水出し ルイボス＆黒豆茶
焙煎した黒豆に大麦、ルイボスをバランスよく
ブレンドしました。香ばしい味わいの
ノンカフェイン茶です。

80g（1L用4g×20袋） 消費税込390円
消費税込350円

ムラ糸天竺編みフレンチスリーブＴシャツ
ムラ糸天竺編みＶネック半袖Ｔシャツ
凹凸のある糸により、肌にあたる面積が少なく、
夏も快適な素材が特長です。
オーガニックコットンを使っています。

婦人 消費税込1,290円　　
　  消費税込990円

ＤＣ扇風機
7枚の羽根を採用し、強運転でも30ｄＢの
低騒音なＤＣ扇風機です。上下左右の首振りが
可能で、空気の攪拌に有効です。

消費税込31,900円　　
消費税込24,900円

盛岡冷麺
コシの強い中太麺が特長の郷土料理です。
ほどよい酸味と辛みのあるスープと茹でた麺を
合わせるだけで簡単につくれます。

150g（1人前）  消費税込250円　　
消費税込190円

綿パイルタオルケット薄手・S／ベージュ
タオルの心地よさをそのままに、
タオルケットを作りました。
吸水性と、しなやかな風合いが特長です。

140×200cm 消費税込3,990円
※ほかサイズ、カラーもございます。

できるだけ薄着になれるようカップ付きのキャミソール、冷たいお茶、やさしく風を送る扇風機、
汗を吸いやすいタオル素材の寝具など、無印良品には夏を快適に過ごす道具が揃っています。この夏のコツ

6月27日｜木｜
まで

6月6日｜木｜
まで

6月2日｜日｜
まで

6月6日｜木｜
まで

有機栽培野菜を試食販売
有機栽培野菜とは、農薬や化学肥料を原則として使用せず、
堆肥などによって土づくりを行った水田や畑で栽培された農産物です。
ミニトマトや新玉ねぎなどの有機栽培野菜を限定特価にて販売いたします。

ビオマルシェ 有機栽培野菜大特価
（価格は当日店頭にて。）

6月1日｜土｜・2日｜日｜

炭火でじっくり焼き上げた国内産もも串を
特別価格でご奉仕します。
国内産 炭火焼 焼鳥 もも串（タレ・塩）

各種1本　消費税込108円

6月1日｜土｜～3日｜月｜

外はサックリ、中はジューシーに仕上げた国内産の
鶏肉を使用した唐揚げです。

国内産 骨なし唐揚げ 100g　消費税込158円

6月1日｜土｜～3日｜月｜

焼鮭に唐揚げ、玉子焼が入った
ボリュームたっぷりの人気商品です。

鮭のり弁当  1折　消費税込540円

6月1日｜土｜～3日｜月｜

カスタードクリームを何層にも練り込んだ、
ひとくちサイズのパンです。朝食やおやつにも。

ミルクパン 1袋（5個入り）　消費税込340円

6月1日｜土｜～3日｜月｜
土付きらっきょうは洗いらっきょうに比べ
食感の良さが特長です。

鳥取産他 土付きらっきょう 1袋　消費税込880円

6月1日｜土｜～3日｜月｜
ジャムやコンポート、チェリー酒などにするのも
おすすめです。

山形産他 さくらんぼ 1パック　消費税込698円

6月1日｜土｜～3日｜月｜

各日100パック限定

プリップリの食感のブラックタイガー海老を特価にて。
インド産他 ブラックタイガー海老・大（養殖・解凍）

1パック（30尾）　消費税込1,080円

6月1日｜土｜～3日｜月｜
程よい辛さとマイルドな味付けに仕上げました。
博多加工 華ふくいち辛子明太子　

1パック（450g）　消費税込1,080円
各日30kg限定

6月1日｜土｜～3日｜月｜

大商水産 味　漬け（赤魚、さば、さわら等）
3切　消費税込1,080円 300切限定

裏面




