
delivery
無印良品 京都山科では、山科地域を中心にお届けサービスを実施しています。
おいしいものを食べると心が元気になります。
毎日の献立に、どうぞお役立てください。
無印良品のスタッフがお届けするため受付できる数量に限りがございます。

10月16日｜金｜－10月18日｜日｜

〈お届け地域〉京都市山科区・伏見区醍醐・小栗栖・石田・日野

配送
無料

無印良品

〈セット内容〉

徳島県産他 さつまいも（1本）　

北海道産他 じゃがいも（3個）

北海道産他 かぼちゃ（1/4カット）　

北海道産他 大根（半切）

長野県産他 白菜（半切）

滋賀県産他 水菜

北海道産他 にんじん（3本）

長野県産他 ぶなしめじ

徳島県産他 ミニトマト（1パック）　

兵庫県産他 たまねぎ（3玉） 

商品の入荷状況により、
産地は予告なく変更になることがございます。

商品番号　01-01

基本の野菜セット

基本の野菜セット

消費税込2,000円

消費税込1,300円

消費税込2,000円

商品番号　06

商品番号　07

〈セット内容〉

商品番号　01-02

基本の野菜セット
（少なめ）

消費税込1,000円
商品の入荷状況により産地は予告なく変更になることがございます。

かんたん調理セット

isoismの京都の野菜セット

（2、3人前 2品分）

漬け野菜 isoismを運営する五十家グループの自家農園・協力農家で
育った、安心で美味しい京都の野菜を使ったサラダお料理キットです。
シンプルな調理でできるので、特別な調理器具は必要ありません。
お料理が苦手な人でも簡単に作れます。
お届けご希望の前日18:00までにご注文ください。

今回のお届けセット内容
□シャキシャキフリルの温玉のせサラダ
材料：フリルレタス・丹波しめじ・温泉卵・
ベーコン・粉チーズ・フライドオニオン

□たたき胡瓜でよだれ鴨
材料：キュウリ・ロースト鴨・
唐辛子シーズニンング・ピリ辛ダレ

シャキシャキフリルの
温玉のせサラダ

たたき胡瓜で
よだれ鴨

たたいて
 切って 

かける

ちぎって
 のせる

白菜（1/4カット）長野県産他

ぶなしめじ長野県産他

ミニトマト（1パック）徳島県産他

じゃがいも（2個）北海道産他

かぼちゃ（1/8カット）　北海道産他

大根（半切）北海道産他

にんじん（1本）　北海道産他

たまねぎ（1玉）　兵庫県産他

漬け野菜 isoism厳選野菜のサラダ

五十棲農園と協力農家でその時に採れた旬の野菜（約2、3人前）
をお届けします。（金曜土曜宅配のみ。数量限定でのご用意です）
　

〈セット内容〉富士ピクル酢・大根半切・にんじん・きゅうり

消費税込1,000円

商品番号　08-03

はじめてのピクルスセット
生野菜をそのまま漬けるだけで、美味しいピクルス
が簡単に出来あがります。生で食べられる野菜
ならなんでもどうぞ。塩もみや下茹では不要です。

クレジットカードO.K
VISA/Master/JCB
一括払いのみ

※お届け後は冷蔵庫で保存し、お早めに調理してください。

京都山科

 消費税込1,200円はじめてのぬかどこセット

ぬかどこときゅうり3本のセット
〈セット内容〉無印良品発酵ぬかどこ・きゅうり3本

商品番号　08-01

ぬかどことなす3本のセット
〈セット内容〉無印良品発酵ぬかどこ・なす3本

商品番号　08-02

無印良品で人気の発酵ぬかどこと野菜のセットです。きゅうりかなすのどちらかお選びください。



　消費税込1,300円
　消費税込1,000円漬け魚のセット（3切）

【調理方法】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。

カラスガレイの西京漬 さわらの柚庵漬

赤魚の西京漬

商品番号　05 - あ

商品番号　04 

商品番号　05 - い

商品番号　05 - う◯アクアパッツァ
◯いかの酢豚風黒酢炒め
◯するめいかと里芋の煮物

魚のかんたん調理セット
あ い う

ご注文受付

お届け当日のご注文は13:00までとさせていただきます。
電話の際は「MUJIデリバリーの注文希望」とお伝えください。
MUJI passportアプリをお持ちの方はIDをお手元にご用意ください※

お届け先 京都市山科区・伏見区醍醐・小栗栖・石田・日野
お届け時間 毎週 金・土・日　各曜日14:00－18:00

○掲載商品の仕様・価格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。 ○受付可能数量に限りがございますので、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 10月 12日 ○チラシ有効期間 : 2020年 10月12日｜月｜－10月18日｜日｜

お気に入りの無印良品の店舗をフォローすると、
フォロワー限定の情報が店舗から届きます。

※MUJI passportマイルがたまります。決済時にショッピングポイントはご利用いただけません。

受付時間10:00－19:00(075)606-1241

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

のフォローはこちらから
無印良品 京都山科

消費税込450円

国産野菜の海老焼売
無印良品

商品番号　02-23冷凍食品

240g
（15個入）

醤油からあげ
無印良品

消費税込390円

商品番号　02-05冷凍食品

240g

国産黒豚肉入り餃子
無印良品

冷凍食品

消費税込450円

商品番号　02-04

360g
（20個入）

おとうふアイス
AMAIMON KYUZAYA

消費税込350円

商品番号　02-16

プレーン／きなこ／抹茶
からおひとつお選びください

1個

フライパンで作れるミールキットが3種類
入った冷凍のセットです。

支払い方法 現金またはクレジットカード（VISA、Master、JCB）一括払いのみ
返品について お客様都合での返品は承り致しかねます。
 お届けした商品に万が一、いたみや破損などありましたら、お電話ください。

細かい時間指定はお承りできません。交通事情により遅れる場合がございます。お届け時にご不在の場合は不在票を投函いたします。
当日中にご連絡なき場合はキャンセル扱いとさせていただきます。

選べる1品 毎日の献立の役に立つ品を集めました。
1回のご購入合計1,000円以上でお届けします（他のセット商品含む）。

冷凍食品

消費税込350円

肉うどん
無印良品

商品番号　02-15

262g
（1人前）消費税込350円

きつねうどん
無印良品

商品番号　02-14冷凍食品

277g
（1人前）

冷凍食品

消費税込490円

赤米ごはんの
焼きおにぎり

無印良品

商品番号　02-24

400g
（80g×5個） 消費税込390円

ごぼうと九条ねぎの
きんぴら 柚子風味

無印良品

商品番号　02-25冷凍食品

200g

新登場

200g 消費税込390円

鶏肉と根菜の
京風お煮しめ

無印良品

商品番号　02-28

5枚切 消費税込310円

山食パン
ブーランジェオクダ

商品番号　02-09冷凍食品 冷凍食品

消費税込390円

京揚げ入り茶切り
昆布煮

無印良品

商品番号　02-27

200g消費税込390円

丹波黒豆と大豆の煮物
無印良品

商品番号　02-26冷凍食品

200g

新登場 新登場 新登場

消費税込1,680円

商品番号　02-18

特別栽培米ミルキークイーン　
京都祐喜／京都府与謝野町産

2kg

消費税込970円1kg

消費税込3,500円

商品番号　02-17

特別栽培米 コシヒカリ
山本農園／京都府丹後町産

5kg

消費税込1,500円2kg
720ml 消費税込1,387円

丸中醸造醤油
丸中醤油

商品番号　02-32新登場 新登場

200g 消費税込1,150円

三州三河みりん
角谷文治郎商店

商品番号　02-33新登場

消費税込280円
1パック
（10個入）消費税込270円1000ml消費税込420円

みずほのおたまさん

商品番号　02-03

北海道根釧
よつ葉牛乳

よつ葉

商品番号　02-02

ヨーグルト
グルメファン

小岩井プレミアムクリーム

商品番号　02-01

1パック 1.8kg 消費税込1,280円

簡単おいしい玄米
神明

商品番号　02-31新登場

消費税込290円

バナナ
フィリピン産

商品番号　02-13

1袋 消費税込 1,280円

シャインマスカット
山梨県産

商品番号　02-30

1パック5 枚切 消費税込350円

プレミアムブレッド
ブーランジェオクダ

商品番号　02-10

消費税込680円

商品番号　02-29

二十世紀梨
京都府産他

2 個

新登場 新登場


