
MUJI passportメンバー店舗フォロワー限定

配送料無料サービス
※このチラシをスタッフへご提示下さい
※京都山科店のみでご利用いただけます
※1回限り有効です
※使用期限は2020年4月7日まで
※生鮮食料品を除きます

チラシ
特典

○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:2020年3月20日 ○チラシ有
効期間:2020年3月20日｜金・祝｜ー 3月22日｜日｜

〒607-8080
京都府京都市山科区竹鼻竹ノ街道町91  ラクト山科ショッピングセンター【RACTO B】B1F～2F
電話 075-606-1241　営業時間10:00-20:00

無印良品 京都山科／Café&Meal MUJI

［電車をご利用の場合］ JR東海道本線・湖西線、京阪京津線、京都市営地下鉄東西線
　【山科駅】すぐ

［バスをご利用の場合］ 京阪バス【山科駅】下車すぐ
［お車をご利用の場合］ ラクト山科ショッピングセンター【RACTO B】  

  B2F・3Fの京都市山科駅前駐車場をご利用ください。

無印良品  www.muji.com
京都山科ページ  https://shop.muji.com/jp/kyoto-yamasina/

の新生活
3セット合計
消費税込みで暮らしの基本セット 99,790

消費税込 24,900円

ベッド／ふとんセット
脚付マットレス・ボンネルコイル・シングル＋共通脚
寝具6点セット・ベッド用・シングル

消費税込 9,990円

テーブル／チェアセット
パイン材テーブル・折りたたみ式 
ワーキングチェア・ガススプリング昇降式・グレー

消費税込 64,900円

家電3点セット
電気冷蔵庫・126L
電気洗濯機・5kg／電子レンジ・18L

収納の相談から部屋丸ごとのコーディネートまで、
理想の部屋づくりをお手伝いしています。
無印良品京都山科にはインテリアアドバイザーが
在籍しています。
相談のご予約はMUJI SUPPORTカウンターへ
直接お越しいただくか、お電話、
MUJI passportアプリからでも
お申込みいただけます。

無印良品 京都山科　電話075-606-1241

こんなサービスやってます

部屋づくり相談 くらしの収納相談
家具選びから部屋全体のコーディネートまで、
一人ひとりのくらしに合わせた部屋づくりの
ご相談を承ります。

スペースに合わせた収納選びから、
ものの持ち方・しまい方のアドバイスまで、
くらしの整理整頓をサポートします。

3Dシミュレータープランニング

ソファ選びのお手伝い

収納家具･収納用品選びのお手伝い

しまい方の提案

無料/一部屋60分

無料/30分

無料/30分

整理収納訪問サービス

2時間 税込5,000円～＋交通費（2名分）2時間 税込5,000円～＋交通費（2名分）

綿洗いざらしふとんカバーセット
最初から使い慣れた風合が楽しめ、やわらか
な肌触りの洗いざらしです。洗い替えにも最
適なセットです。

消費税込3,990円

インド綿フェイスタオルセット／生成 
染色しないコットンの色を生かしました。地糸
を太めの糸でしっかり織り、丈夫なタオル地
に仕立てました。

3枚組  消費税込799円

ソーダガラススタックグラス 
業務用のグラスをお手本にしたしまうときに
便利なスタッキングできるグラスです。口の部
分を強化しています。

3個パック 消費税込599円

ポリプロピレンフタが選べる
ダストボックス
狭い隙間に丁度良い幅です。フタが不要な方でも
使えるように、本体とフタを別売にしました。フタは
置く場所に合わせて、横開き、縦開きを選べます。

ダストボックス・小 消費税込 990円
ダストボックス用フタ 消費税込 390円

肩の負担を軽くする 
撥水 リュックサック
特許を取得したショルダーパッドが肩の負担
を軽減します。ＰＣポケット付。生地には撥水
加工を施しています。
3月26日｜木｜まで
消費税込2,990円→消費税込1,990円
※セール品は対象外です。
他のキャンペーンとは併用できません。

疲れにくい 撥水スニーカー
疲れにくいインソールを内装し、撥水加工を
施した生地で作りました。オーガニックコット
ンを使っています。

消費税込2,990円

山科に無印良品 京都山科がオープンしました。
B1Fから2Fの3フロアにわたり、「食べる・見つける・買う」をコンセプトに、無印良品おなじみの毎日のくらしに役立つ商品に加え、
野菜や肉、魚、グロサリーなど、毎日の食卓に欠かせない食材も豊富に取り揃えています。
中でも2F住空間フロアは関西最大級の展示スペースで、キッチンやダイニング、リビング、ベッドルームと、それぞれの事例を見ながら
お試しいただくことができます。実際のお部屋がそのままお店の中にあるような、くらしが体感できる空間です。

関西最大級の新生活をはじめる皆様へ

眠る、食べる、くつろぐ、整える。暮らしの必需品、まるごと揃います。

無料/30分

無料/30分

ベッド・寝具選びのお手伝い

無料/30分

整理収納相談

無料/60分

カーテン選びのお手伝い

京都山科

無印良品
京都山科の
フォローは
こちらから ◀

※配送日など詳細は店舗スタッフにお問い合わせくださいませ。
他のキャンペーンとの併用はできません。

4月7日｜火｜まで
MUJI passportメンバーで、
無印良品 京都山科店をフォロー
いただいている方に、消費税込
3,000円以上お買い上げで、コッ
トンマイバッグを先着で合計1,000
名様にプレゼントいたします。

表面

M0827DMC
タイプライターテキスト
B 



3月21日 ー土 ー限り

isoism 

漬け野菜　
3種詰め合わせ
人気の漬け野菜はトマトと
セロリと、もう一種は
お選びいただけます。

消費税込950円

ロイヤルチキンまるとく 丹波鶏 グリルチキン
（岩塩とハーブ・ガーリック・アメリカン）
適度な歯ごたえと鶏肉本来の旨みのある銘柄鶏を、3種の味で。

1本  消費税込各780円

麺処あしかり まつりうどん
いろいろな具が祭りのように入っている「まつりうどん」。
3日間限定でおにぎり1皿をお付けします。

消費税込750円

ロマン亭 ロマン焼き　
特製醤油味、ソースマヨ味
キャベツたっぷりのロマン焼きを3日間限定価格にて。

消費税込各280円→250円

たんとスープ 野菜を食べるクラムチャウダー
農家直営のスープ専門店の、具だくさん野菜のクラム
チャウダーです。

Small（180cc）  消費税込390円
Large（250cc）  消費税込540円

カレー厨房 バターチキンカレー 
半熟たまごセット 福神漬・漬け野菜付き
人気のバターチキンカレーと相性のいい半熟たまごの
トッピングをぜひお試し下さい！

消費税込680円→600円

3月20日｜金・祝｜・21日｜土｜・22日｜日｜特別ご奉仕品

長崎県産他 馬鈴薯(にしゆたか)
ホクホクとした食感で、コロッケやポテト
サラダに最適です。

1袋（800g）  消費税込198円

京都府産他 キャベツ
肉厚なのに柔らかい葉が特長です。
煮込み料理などに。

1玉  消費税込98円

愛媛県産他 デコポン
つぶつぶとした食感と、しっかりとした
甘みが特長です。

1個  消費税込98円

福岡県産 あまおう
あかい、まるい、おおきい「あまおう」。
酸味が少なく甘さが引き立ちます。

1パック  消費税込680円

徳島県産他 レタス
1玉  消費税込98円

3月20日 ー金・祝 ー限り
徳島県産他 ブロッコリー  

1個  消費税込128円

3月21日 ー土 ー限り
滋賀県産他 ほうれん草 

1束  消費税込98円

3月22日 ー日 ー限り

長崎県産 あじたたき
旬を迎える新鮮な真あじをたたきに
しました。特製ごまダレでどうぞ。

1食  消費税込398円

大阪府 中島さんのヨーロピアンリーフミックス  
洋野菜を約10種ミックス。肉厚で柔らかく味が濃いのが特長です。  大  消費税込498円    小  消費税込398円
和歌山県産 森本さんのミニトマト  
日照量が豊かな和歌山県でオーシャン農法でつくったミニトマトは、
甘みと酸味のバランスが良いのが特長です。  1パック  消費税込248円

九州産 いとう和牛モモ焼肉用  赤身であっさり食べやすいお肉です。  100g  消費税込880円
九州産 いとう和牛ステーキ切落し  形は不揃いでも、やわらかくいただけます。  100g  消費税込980円

漬け魚よりどりセール
（さわら・銀鮭・赤魚・さばなど）
フライパンにクッキングシートを敷いて、弱火で
両面3分ずつ焼きます。みそは焦げやすいため
焼く前にクッキングペーパーで拭き取ります。

よりどり3切  消費税込1,000円

3月20日 ー金・祝 ー  よりイートイン新メニュー 

天然魚とまぐろの漬け丼
漬けにした天然魚とまぐろのもちっとした
食感をお楽しみください。みそ汁付き。

1杯  消費税込880円

宮崎県産 霧峰牛焼肉用切落し
ほどよい霜降りとやわらかさをお楽しみ
いただけます。

1パック（200g） 消費税込1,580円
100gあたり 消費税込790円

九州産 黒毛和牛肩ロース切落し
赤身と脂身のバランスが良い黒毛和牛
の肩ロースです。

100g  消費税込980円

兵庫県産 三田ポークロース薄切り
やわらかく、ほのかに甘い肉質のロース
です。あっさり感をお楽しみください。

100g  消費税込278円

九州産 ありた鶏モモ角切り
鶏肉特有の臭みが無く、コクのある部位
をお楽しみください。

1パック（250g） 消費税込380円
100gあたり 消費税込152円

九州産 黒毛和牛切落し
煮ものや焼き物など、どんなお料理にも使えて便利な切落し
がお買い得です。

100gあたり 消費税込500円

3月20日 ー金・祝 ー限り
兵庫県産 三田ポーク肩ロース切落し
三田ポークは柔らかく甘みのある味わいが特長です。

100gあたり 消費税込250円

3月21日 ー土 ー限り
九州産 ありた鶏モモ肉
唐揚げや炒め物にも便利です。

100g  消費税込98円

3月22日 ー日 ー限り

小岩井 

生乳100%ヨーグルト
生乳だけを発酵させた、
なめらかなヨーグルトです。

1個（400g）

消費税込313円→200円

西山製麺 道産小麦の
ソース焼そば
北海道産小麦を使用した太
麺のモチモチ食感と、屋台風
ソースの相性が抜群です。

2人前(344g)  

消費税込288円→248円

カレー各種
温めて食べるパックごはん各種
フライパンでつくるナン
ジャスミン米・国産十穀米
3点以上ご購入で

15%OFF
4月9日 ー木 ーまで

不揃いバウム
スコーン・ケーキ
パイ・ドーナツ 各種

3点以上ご購入で

15%OFF
4月9日 ー木 ーまで

ナッツ
ドライフルーツ
素材チップ 各種

3点以上ご購入で

15%OFF
4月9日 ー木 ーまで

みずほファーム 

みずほのおたまさん
京丹波町のみずほファーム
のたまごです。たまごかけ
ごはんがおすすめです。

1パック（10個入）

消費税込280円→230円

PIZZA LEVO 

極マルゲリータ／
クワトロ ビアンカ
福岡県産小麦１００％にこだ
わり、生地を職人が1枚
1枚手作りで仕上げました。

各1枚（23cm）  

消費税込各734円→660円

エコトバ 子供が野菜をモリ
モリ食べちゃうドレッシング
醤油ベースに玉ねぎとリンゴの自
然な甘さとフルーティな香りで、子
供たちが喜んで食べれらるドレッ
シングです。合成保存料や合成
着色料不使用で仕上げました。

330ml  消費税込各842円→758円

ブーランジェオクダ 

さくらあんぱん
ふっくらもっちりした生地に
さくらあんをたっぷり包み
込みました。

1個  

消費税込205円

クグロフ家 

クグロフ（ミニサイズ）
あまおうホワイト
旬のいちご、あまおうとホワ
イトチョコを練りこんだ
期間限定のクグロフです。
ギフトにもおすすめです。

1個  消費税込250円

あまいもん久在屋 

ミックスベリー大福
やわらかなお餅に包まれた
豆乳白あんクリームの中に、
甘酸っぱいベリーとジュレが入っ
た、ケーキのような大福です。

1個  消費税込480円

咲菜 

おすすめ行楽弁当
「花満開」
春の食材をたっぷり
つかったお弁当です。

1折  

消費税込993円

飯
鶏

飯
麺

飯
粉

飯
汁

飯
咖

高知県産ほか まぐろの解体販売　3月21日（土）午前11時～
解体したての本まぐろを、併設するイートインカウンターでお召し上がりいただけます。

消費税込1,000円【限定30食:中トロ2貫、赤身3貫】

100gあたり  消費税込  赤身1,180円、中トロ1,280円、大トロ1,380円

3月20日 ー金・祝 ー  よりイートイン新メニュー 

おすすめ天然魚入り海鮮丼
その日のおすすめの天然魚を盛り込んだ
海鮮丼です。みそ汁付き。

1杯  消費税込1,000円

漬

麦

焼

豆

惣

国産 ちりめんじゃこ
じゃこおろしや炒め物などにもどうぞ。

1パック（150g）  消費税込540円【限定10kg】

【寿司】本まぐろ尽くし 握り・巻きのセット

1パック  消費税込1,280円【限定30食】

3月22日 ー日 ー限り3月20日 ー金・祝 ー限り
本まぐろ中トロ入りお造り盛合せ（3種盛）

1パック  消費税込1,000円【限定30食】

3月21日 ー土 ー限り

1パック（200g） 消費税込1,000円 1パック（200g） 消費税込500円

好みの濃さで
味わう飲料
ほうじ茶ラテ、
マサラチャイ 他
2点以上ご購入で

15%OFF
4月9日 ー木 ーまで

裏面




