
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。

4月23日｜金｜－ 4月25日｜日｜
4月29日｜木・祝｜－5月5日｜水｜

無印良品京都山科delivery
無印良品の食品お届けサービス

特別号
ゴールデンウィーク

消費税込2,000円

旬の野菜セット
商品番号　01-09

様々なお料理に使いやすい定番のお野菜を
中心に、季節のお野菜を集めました。みずみず
しい夏野菜に、食べるとホクホクとする根菜
類など、献立作りのお役に立つセットです。

無印良品の
おすすめ品を
一品プレゼント

※写真は一例です

※写真は一例です

MUJI deliveryを
ご利用された方全員に

おためし野菜や果物、
無印良品の日用品や
お菓子などを一緒に
お届けします。

商品番号 01-08

商品番号　06

商品番号　01-07

おまかせ青果セット

消費税込1,200円

消費税込1,300円

青果担当の森山が、その週のおすすめ
野菜や果物を 6～8種類選んでお届
けします。そのとき一番美味しいもの
を食べてほしいから、内容はお任せく
ださい。どんな野菜が届くのかはお楽
しみに。

かんたん調理セット

野菜ソムリエの先生がつくる
旬の野菜レシピ

お届けエリア

（2～3人前 2品分）

（4～5種類）

（6～8種類）

（10種類）

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。
お料理が苦手な人でも簡単に作れます。お届け
ご希望の前々日18:00までにご注文ください。

今回のお届けセット内容

○漬け野菜と蒸し鶏のサラダ

○鶏ハラミとケールのサラダ

ご希望の前々日18:00までにご注文ください。

漬け野菜と蒸し鶏の
サラダ

鶏ハラミとケールの
サラダ

『炒める
だけ』

『漬ける
だけ』

漬け野菜 isoism厳選野菜のサラダ
土日限定

※お届け後は冷蔵庫で保存し、お早めに調理してください。

材料：丹波しめじ・ブロッコリー・マリネ蒸し鶏・かぶら・漬け液入り専用ボトル

材料：ケール・鶏ハラミ・レモン・温玉・粉チーズ・調味液

　消費税込1,500円

フルーツセット
果物担当の和田が、いちごを中心におすすめの
フルーツをセットにしました。甘みがギュッと凝
縮された旬のフルーツは、ヨーグルトやパンケー
キに添えれば彩り豊かに。毎日の体調管理や
気持ち良い一日のスタートにもおすすめです。

※写真はイメージです

北海道産 新じゃがいも

京都府産　中嶋さんの朝採りレタス（1玉）鹿児島県産他にんじん（1本）

静岡県産新玉ねぎ（3玉）京都府産　中西さんの朝採りきゅうり（3袋）

沖縄県産他かぼちゃ（1/6カット）宮崎県産 須川さんのパプリカ（1個）

滋賀県産他トマト（桃太郎 2玉） 徳島県産なす（3本）

徳島県産しいたけ（菌床 200g）

※入荷状況により、産地・商品は予告なく変更になることがございます。

お届け分

NEW

NEW

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※

○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4月 19日 ○チラシ有効期間 : 2021年4月19日｜月｜－5月5日｜水｜

※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

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

※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。

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

お弁当・お惣菜配達範囲
（山科区）

その他のデリバリー
配達範囲
（山科区・伏見区醍醐・
 小栗栖・石田・日野）

山科御陵
四宮

無印良品
京都山科

椥辻

小野

醍醐

石田

お届け日時

お支払い方法

15:00－18:00

現金またはクレジットカード（VISA、Master、JCB）一括払いでお支払い
いただけます。

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。

配達無料
お電話一本で
お届けします！

ご注文合計
消費税込1,000円以上で

クレジットカード

※クレジットカードでのお支払いは

一括払いのみとなります

現金

現金またはクレジットカードで
お支払いいただけます

VISA/Master/JCB

青果担当
森山

無印良品 京都山科の
スタッフがお届けします

※野菜や果物のいたみや破損等の理由以外での返品・
交換は承り致しかねます。あらかじめご了承くださいませ。

野菜ソムリエの先生がつくる京都市山科区・伏見区醍醐・小栗栖・石田・日野
※お弁当・お惣菜の配達範囲は山科区内のみとなります

受付時間

※レシピの無断転載禁止

レタス 8枚
玉ねぎ 100g
大豆ミートひき肉タイプ※ 80g（1袋）
Ａ 干しえび 10ｇ
　しょうが（すりおろし） 小さじ1
　鶏がらスープの素 小さじ1
　酒 小さじ1
　丸大豆醤油こいくち※ 小さじ0.5
　本和香糖※ 小さじ１
　片栗粉 大さじ1
ごま油 小さじ１
水 小さじ1

材料2人分 ※印は無印良品オリジナル商品 つくりかた

レタスと大豆ミートの焼売

1.レタスは1枚ずつはがし、沸騰したお湯で
30秒ゆでしんなりさせます。キッチンペー
パーで水気を取ります。

2.玉ねぎはみじん切りにします。ボウルに大豆
ミート、玉ねぎ、Ａを入れて混ぜ合わせます。

3.手順2を8等分にし、レタスで包みます。

4.フライパンにごま油をひき、手順3を並べます。
水を入れ、ふたをして中火で4分蒸し焼きに
します。

【京都山科】大豆の話｜食べもの
の話をしよう
豆腐、醤油、味噌。みなさんはこの3つに
共通するものがなにかわかりますか？
そう、それは大豆です。大豆は約 1200年
前に中国から伝来したとされています。
その後、私たちの食卓には...

「新生活のスタートには、ぜひ手づくりの
お弁当にも挑戦してほしいな」
今日は渡邉先生といっしょに、みんなで選
んだ好きなおかずでお弁当をつくります。
■三色ごはん...

【京都山科】好きなものをお弁当
箱に詰めて｜いっしょにつくろう

（ニシユタカもしくは
 男爵 3 個）

4月23日｜金｜－ 4月25日｜日｜
4月29日｜木・祝｜－5月5日｜水｜



　消費税込1,300円

商品番号　04-01

魚のかんたん調理セット

※調理例です各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）。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

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

消費税込238円

バナナ
フィリピン産

商品番号　02-13

1袋 各種330ml 消費税込290円

メロンソーダ無印良品

商品番号　02-74

サイダー無印良品

商品番号　02-75

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

　各セット　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。

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

カラスガレイの西京漬

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390円

クリーム大福
無印良品

商品番号　02-65

4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

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）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

160g（1食分）消費税込390円

カムジャタン
（韓国風豚肉と
じゃがいもの煮込み） 

無印良品

商品番号　02-73冷凍食品

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490円

もち麦ごはんの
枝豆塩昆布おにぎり

無印良品

商品番号　02-66

400g
（80g×5個） 170g 消費税込390円

酢豚
無印良品

商品番号　02-55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

冷凍食品

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）

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

※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（ただし金額は異なる場合があります）。詳しくはお問い合わせください。

消費税込702円

咲菜の
PFCバランスのお弁当
PFCバランスとは、1日の食事で
摂取するエネルギーのうち、タン
パク質P・脂質F・炭水化物Cの
3大栄養素から得る割合のこと。
食事の栄養バランスの適正さを
評価する指標になります。
P23%、F29%、C48%の割合
でつくりました。

（特定原材料等）卵、小麦、大豆、鶏肉、さけ、ごまを含む※ちりめんは、えび・かにの混ざる漁法で採取しています。

消費税込669円

愛情たっぷり
お弁当（サバ）
オープン以来定番のお弁当です。
毎日店内で手づくりしている人
気のお惣菜がたっぷり。お米は
岩手県産の「ひとめぼれ」を使用
しています。厳選したサバをふっ
くらと焼き上げました。

（特定原材料等）卵、小麦、大豆、鶏肉、さば、ごまを含む※ちりめんは、えび・かにの混ざる漁法で採取しています。

消費税込540円

みぞれ竜田弁当
ジューシーな竜田揚げをさっぱり大根
おろしソースで和風に仕上げました。

（特定原材料等）卵、小麦、乳成分、大豆、鶏肉、ごま、
さば、りんごを含む

消費税込540円

国内産鶏肉甘辛チキン弁当
むね肉唐揚げを黒胡椒のきいた甘
辛タレと和えました。

（特定原材料等）卵、小麦、乳成分、大豆、ごま、鶏肉、
豚肉、さば、ゼラチンを含む

※おにぎりの内容は日によって変わります。

無印良品 京都山科では、山科地域限定で、お弁当・お惣菜のお届けサービスをスタートしました。
おいしいものを食べると、心が元気になります。小さいお子さまがいらっしゃる方、忙しくて料理に手が回らない方など、
本サービスをどうぞお役立てください。

お弁当・お惣菜 お弁当・お惣菜はその日に調理した後、冷ましてからお届けします。
数量限定につき、品切れの場合はご容赦ください。
※安全の為、冷蔵で配達致します。

お弁当・お惣菜を正午までにお届けします

毎日お店で手づくりするお惣菜の詰め合わせと、農家が提案する新感覚の漬物「漬け野菜」。
「ごはんはあるので、お惣菜だけほしい」「ふだんと違った風味を味わいたい」
など、お好みにあわせてお選びください。

ジンジャー漬けしたレッドキャベツと、りんご漬けの
人参を和えました。さっぱり風味の漬け野菜の上に、
焼き鯖を合わせました。

オレンジの甘さ、セロリのシャキシャキとした歯ざわりと、
生ハムの塩気がバランスよく合わさった爽やかな風味
の一皿です。

すりごまと味噌を合わせて漬けた細切りごぼうに、
やわらかな蒸し鶏を和えた、ほどよく酸味を感じる
歯ごたえのあるサラダです。

消費税込583円

ヒレとんかつとおかずの詰め合わせ
（特定原材料等）乳成分、卵、小麦、大豆、牛肉、豚肉、ごまを含む
ちりめんは、えび・かにの混ざる漁法で採取しています。 消費税込561円

煮さばとおかずの詰め合わせ
（特定原材料等）乳成分、卵、小麦、えび、大豆、牛肉、豚肉、さば、ごまを含む
ちりめんは、えび・かにの混ざる漁法で採取しています。

消費税込350円

レッドキャベツと雪下人参
焼き鯖のサラダ

（特定原材料等）小麦、大豆、サバ、
りんごを含む。 消費税込350円

セロリのオレンジ漬けと
生ハムのサラダ

（特定原材料等）小麦、大豆、豚肉、
オレンジを含む。 消費税込350円

ごぼうとごま味噌漬けと
蒸し鶏のサラダ

（特定原材料等）小麦、大豆、
乳成分を含む。

お惣菜

火・水曜日限定 ※前日までにお電話でご予約ください

消費税込604円

鮭のり弁当

（特定原材料等）卵、小麦、大豆、鶏肉、さけ、ごまを含む

消費税込475円

おにぎりセット（からあげ）

（特定原材料等）卵、小麦、大豆、鶏肉を含む

1パック 95g消費税込398円

デコポン 3個

商品番号　02-71

消費税込980円

あまおういちご
福岡県産愛媛県産他

商品番号　02-48

1枚消費税込290円

切れ端スモークサーモン

商品番号　02-76

消費税込734円

極マルゲリータ
PIZZAREVO無印良品

商品番号　02-77

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。

○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

銀鮭の西京漬

200g 消費税込390円

小松菜の白和え
無印良品

商品番号　02-69冷凍食品

消費税込768円

天然水 2L
サントリー

商品番号　02-68

1箱（6本入）

消費税込128円1本

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 消費税込598円

サンふじりんご 2個
青森県産

商品番号　02-72フリーズドライ

約250ml 消費税込390円

食器用洗剤
無印良品

商品番号　02-79

冷凍食品 冷凍食品

消費税込299円

ウレタンフォーム
三層スポンジ 3 個入

無印良品

商品番号　02-78

消費税込299円小 10枚入

消費税込399円

フリーザーバッグ
無印良品

商品番号　02-80

大 10枚入 消費税込190円

キッチンペーパー
ロールタイプ 2 個入

無印良品

商品番号　02-81

NEW NEW

NEW NEWNEW NEW


