
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。

1月29日｜金｜－1月31日｜日｜お届け分

〈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
（条件あり）

無印良品

〈セット内容〉

兵庫県産他 マッシュルーム

滋賀県産   ほうれん草

京都府産    中嶋さんのサニーレタス　

青森県産他 サンふじりんご

京都府産   村田さんのブロッコリー

北海道産   メークイン

兵庫県産   たまねぎ（ネット）

香川県産他 ミニトマト（1パック）　

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　01-04

煮込み野菜セット

煮込み野菜セット

消費税込2,000円

消費税込1,300円

消費税込2,480円

商品番号　06

和歌山県産

商品番号　Mサイズ 02-60商品番号　Sサイズ 02-59

〈セット内容〉

商品番号　01-05

炒め野菜セット

消費税込1,200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

有田みかん 5kg

（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 日々18:00までにご注文ください。

今回のお届けセット内容
○メキシカンタコサラダ
材料：水菜・タコスチップス・ミニトマト・丹波しめじ・

鶏そぼろ・粉チーズ・特製ソース

○小松菜とムール貝のアーリオオーリオ
材料：小松菜・魚介類・オリーブ・鷹の爪・ニンニクチップ・

調味料

メキシカン
タコサラダ

小松菜とムール貝の
アーリオオーリオ

『切って
 炒めるだ

け』

『盛り付
けるだけ

』

　消費税込1,300円

商品番号　04-01 

魚のかんたん調理セット
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。

チンゲン菜静岡県産他

にんじん（3本）鹿児島県産他

たまねぎ（1玉）兵庫県産

ピーマン高知県産他 中嶋さんのキャベツ（半切）京都府産

おひとよしくまさん生きくらげ大分県産

生どんこしいたけ長野県産

カット九条ねぎ京都府産

漬け野菜 isoism厳選野菜のサラダ
土日限定

有田みかんは450年以上の栽培の歴史があり、雨が
少なく安定した気候の地域で栽培される為、安定した
糖度の高さが特長です。この時期の有田みかんは甘み
や味が強く、お口いっぱいにおいしさが広がります。是
非ご賞味くださいませ。

※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

※写真はMサイズです

※「えびとブロッコリーのバジルバターペンネ」の調理例です

受付日時が変わりました

土曜日にお届け

曜日までのご注文
↓木

日曜日にお届け

曜日までのご注文
↓金

いつもありがとう
キャンペーン

「無印良品の芋けんぴ（100g）」
を1袋プレゼントします。

MUJI deliveryを
以前に1度でもご注文いただき、
今週ご注文いただいた方全員に

カレーやシチューなどの煮込み料理が美味しい季節です。
鍋ひとつで、野菜の旨みがぎゅっと詰まったあつあつの一皿をつくりませんか。

NEW

NEW

delivery

delivery

無印良品の食品お届けサービス

炒めものに最適な旬の野菜をセットにしました。
味付けや追加する食材次第で、和食や中華など
幅広くお使いいただけます。

○えびとブロッコリーのバジルバターペンネ
○アクアパッツァ　○いかの酢豚風黒酢炒め

各1食3種類セット



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）。
※当チラシ掲載以外にも、以前掲載のあった食品もご注文頂けます。詳しくはお問い合わせください。

　各セット　消費税込1,000円　消費税込2,160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。

さわらの粕漬商品番号　04-03

銀鮭の西京漬商品番号　04-04

カラスガレイの西京漬商品番号　04-02

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 15:00－18:00

○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 : 2021年 1月25日 ○チラシ有効期間 : 2021年 1月25日｜月｜－1月31日｜日｜

※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。

配達当日の14:00から15:00の間にお届け予定時間のご連絡をさせて頂きます。

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

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）

〈セット内容〉
カボチャ・ケール・ジャガ芋・トマト（1個160ml×4個）

商品番号　08-04

たんとスープの
冷凍スープセット

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

冷凍食品

消費税込896円

天ぷらそば
うす家

商品番号　02-42

560g×2
（2人前）

冷凍食品

消費税込1,080円

韓国風太巻牛肉入
ナムルキンパ

カラミノフーズ

商品番号　02-41

300g

各種 5枚切 消費税込310円

山食パン

角食パン

ブーランジェオクダ

商品番号 02-09

商品番号 02-10

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冷凍食品

消費税込390円

彩り野菜とひじきの煮物
無印良品

商品番号　02-56冷凍食品

200g

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

消費税込270円1000ml消費税込420円

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 消費税込390円

サムゲタン
（韓国風鶏のスープ煮込み）

無印良品

商品番号　02-61

160g（1食分）

消費税込280円
1パック
（10個入）

みずほのおたまさん

商品番号　02-03

170g 消費税込390円

酢豚
無印良品

商品番号　02-55

消費税込188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

あまおう
福岡県産

商品番号　02-48

1パック

消費税込390円

食べるスープ
5種野菜の
ミネストローネ

無印良品

商品番号　02-63

4食入

5個入 消費税込280円

バターロール
ブーランジェオクダ

商品番号　02-58

クレジットカードO.K
VISA/Master/JCB
一括払いのみ

カラスガレイの西京漬

銀鮭の西京漬

1袋 消費税込498円

有田みかん
和歌山県産

（Mサイズ 約8個入）

商品番号　02-64

消費税込390円

みたらしだんご
無印良品

商品番号　02-43

12 個入

冷凍食品

120g×2 消費税込324円

地大豆使用 京の地豆腐
京ふたり

久在屋

商品番号　02-44

10種11個入消費税込896円

豆腐屋好み
京おでん

久在屋

商品番号　02-57

冷凍食品

消費税込350円

かきあげうどん
無印良品

商品番号　02-54

272g

MUJI passportアプリで無印良品 京都山科の
旬な情報をお届けしています。

京都山科のフォローは
こちらから

アプリのダウンロードは
こちらから

フリーズドライ

冷凍食品

新登場

農家がつくった、野菜のおいしさを余すこと
なく味わえるポタージュです。畑から採れた野
菜をたっぷり、たんとお召し上がりください。

冷凍食品

消費税込390円

牛肉とたまねぎの生姜煮
無印良品

商品番号　02-62

160g（1食分）

冷凍食品

新登場

新登場新登場


