
京都府産 パールコーン

1本　消費税込350円

京都・久御山「村田農園」のオリジナル野菜です。
糖度が高く梨のようにフルーティな味わいが特長
です。真珠のような粒がぎっしり詰まっていて生でも
お召し上がり頂けます。

商品番号　02-85

NEW

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。

無印良品京都山科delivery
無印良品の食品お届けサービス

（10種類） 消費税込2,000円

旬の野菜セット
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　01-09

商品番号　01-18

（3～4種類）　消費税込2,000円

フルーツセット
果物担当の和田が、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。

商品番号　01-08

（6～8種類）　消費税込1,200円

おまかせ青果セット
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。

※写真はイメージです

京都府産　中井さんの甘熟トマト（2個） 愛知県産他 キャベツ（1玉）
徳島県産他 にんじん京都府産　中西さんのきゅうり（3本）
兵庫県産 新玉ねぎ（3個）沖縄県産 かぼちゃ（1/4）

宮崎県産他 にがうり 高知県産 なす（3本）
大阪府産他 生キクラゲ 宮崎県産 ピーマン

※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。

大津市
月・火曜日は

に配達します

※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。

大津市（琵琶湖南西部地域）
京都市山科区・伏見区醍醐・小栗栖・石田・日野金・土・日

月・火
お電話一本でお届け

（ご注文合計 　  1,000 円以上で）
※無印良品 京都山科のスタッフがお届けします

配達無料
消費税込

現金またはクレジットカードでお支払いいただけます

クレジットカード現金

VISA
Master
JCB

一括払いのみ

大津市（琵琶湖南西部地域）
京都市山科区・伏見区醍醐・小栗栖・石田・日野金・土・日

月・火

7月5日｜月｜－7月18日｜日｜
のお届け日／配達エリア

1玉

鳥取県産 小玉スイカ（大栄）

　消費税込1,580円

大栄スイカは、鳥取県にある北栄町で育てられた
スイカです。スイカ栽培に適した大山山麓に広がる
火山灰土壌と、昼夜の寒暖差がスイカを甘く育て
ました。

商品番号　02-87

佐賀県産 不揃いアスパラガス

500g　消費税込500円

選果の過程で弾かれたアスパラガスを不揃いのまま、
まとめました。やわらかな食感が特徴です。

商品番号　02-86

NEW NEW

※レシピの無断転載禁止

きゅうり　 　70g
塩　　 少々
切り干し大根　 　10g
みょうが　　 15g
Ａ昆布の出汁酢※　 　大さじ2.5
　だし汁　 　大さじ2
　丸大豆醤油うすくち※　　 小さじ1
大葉　　 2枚

材料2人分 ※印は無印良品オリジナル商品 つくりかた

きゅうりと切り干し大根のさっぱり和え

1.きゅうりは千切りにし、塩を振って5分置
きます。切り干し大根は3分熱湯に浸しま
す。みょうがは千切りにして30秒水にさ
らします。

2.ボウルにAと水気を切った手順1を入れて
混ぜ合わせ、しばらくおいて味をなじませ
ます。

3.大葉は千切りにし、食べる直前に手順2と
混ぜます。

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

ご注文受付

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7月2日 ○チラシ有効期間 : 2021年7月2日｜金｜－7月18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。

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。

受付時間

7月5日｜月｜－ 7月6日｜火｜
7月9日｜金｜－ 7月13日｜火｜
7月16日｜金｜－ 7月18日｜日｜

金・土・日
京都市山科区
伏見区醍醐
小栗栖
石田
日野

月・火
大津市（琵琶湖南西部）
※京阪石山坂本線沿線が

　目安となります。

　詳しくはお電話で

　お問い合わせください。

山科
御陵

四宮
無印良品
京都山科

椥辻

小野

醍醐

石田

山
科
区

伏
見
区

坂本比叡山口

山科
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びわ湖浜大津
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線

琵琶湖

　定 番 のインド綿のTシャツは、綿
100%だからやわらかく、着心地の良
さは言わずもがな。からだのラインに
沿うデザインなので、ワンサイズ大きい
ものを着るのが良いかも。
　Tシャツはやっぱり白かな。陽の光を
反射してまぶしいですね…

【京都山科】Tシャツで過ごす
1週間｜スタッフコーディネート

今日は小川先生が、夏の定番そうめん
に合ういろんな付け合わせを教えてく
れます。「そうめんが七夕の行事食って
知っていますか？節供に旬のものを食
べ、無病息災を願う風習がたくさんあり
ますが、夏に食べたくなるそうめん…

【京都山科】いつもと違う、
ごちそうそうめん
｜いっしょにつくろう

お届け当日のご注文は13:00までとさせていただきます。



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 ※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。

お弁当・お惣菜

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

消費税込768円

天然水 2L
サントリー

1箱（6本入）

消費税込128円1本

約250ml 消費税込390円

食器用洗剤
無印良品

商品番号　02-79

4 個入 消費税込390円

ステンレス
ひっかけるワイヤークリップ

無印良品

商品番号　02-80

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　02-23

商品番号　02-24

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　02-25

（特定原材料等）小麦、大豆、豚肉、
オレンジを含む。

（特定原材料等）小麦、大豆、
乳成分を含む。

消費税込344円4個消費税込86円1個

商品番号 01-10

商品番号 02-29

商品番号 02-30

商品番号 02-31

商品番号 02-68

商品番号 02-51

商品番号 01-11

消費税込3,500円

特別栽培米 コシヒカリ
山本農園／京都府丹後町産

5kg

2kg

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

消費税込270円1000ml

北海道根釧
よつ葉牛乳

よつ葉

商品番号　02-02

消費税込1,500円

各種 1個 消費税込350円

無印良品

宇治抹茶ケーキ
ガトーショコラ

各種 1個 消費税込350円

①バターチキン
素材を生かしたカレーシリーズ ※ご飯等は含まれません

商品番号　02-19

②グリーン 商品番号　02-21

④プラウンマサラ（海老のクリーミーカレー） 商品番号　02-39

⑤牛ばら肉の大盛りカレー 商品番号　02-20

③マッサマン 商品番号　02-38

消費税込250円155g（1人前）

ごはんにかける
宮崎風 冷や汁

無印良品

商品番号　02-27

消費税込290円
180g（1人前）

ジャスミン米
温めて食べるパックごはん

商品番号　02-43

消費税込237円
75g

サムラートの
手作りＮＡＮ（ナン）

商品番号　02-88

消費税込378円

地大豆の豆乳クリーム
ロールケーキ

AMAIMON KYUZAYA

商品番号　02-32

1個

消費税込238円

バナナ
フィリピン産

商品番号　02-13

1袋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

消費税込980円

種なしピオーネ
福岡県産

商品番号　02-34

国産黒豚肉入り餃子
無印良品

消費税込390円

商品番号　02-04

360g
（20個入）

フライパンでつくるミールキット
白身魚のアクアパッツァ

消費税込350円

無印良品

商品番号　02-37

120g（1人前）

醤油からあげ
無印良品

消費税込350円

商品番号　02-05

240g

1枚 消費税込734円

極マルゲリータ
PIZZAREVO

商品番号　02-18

170g 消費税込390円

酢豚
無印良品

商品番号　02-55

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

消費税込420円

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

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

フォロのドレッシング
レギュラー

やましな

消費税込464 円

商品番号　02-50

消費税込350円

フライパンでつくるミールキット
えびと彩り野菜の
レモンソテー

商品番号　02-35

無印良品

110g（1人前）

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

冷凍食品

冷凍食品

冷凍食品

95g 消費税込290円

切れ端スモークサーモン

商品番号　02-17

無印良品

冷凍食品

冷凍食品

冷凍食品

冷凍食品

２層仕立てのチーズケーキ

200g 消費税込432円

豚汁や他にも使える
6種の具

商品番号　02-94

咲菜

冷凍食品

100g 消費税込194円

かぼちゃ煮

商品番号　02-93

咲菜

冷凍食品

90g（3個） 消費税込291円

肉団子甘酢あんかけ

商品番号　02-92

咲菜

冷凍食品

70g 消費税込237円

牛肉とごぼう煮

商品番号　02-91

咲菜

冷凍食品

1切 消費税込442円

カレイの煮付け

商品番号　02-90

咲菜

冷凍食品

120g（1個）消費税込324円

焼き上げハンバーグ
〈ケチャップソース〉

商品番号　02-89

咲菜

冷凍食品

無印良品が
おすすめする
商品です

咲菜のお惣菜は、

いつだってお母さんの料理がお手本です。

保存料や添加物にできるだけ頼らず、

自然のままの食材を使用し、

いつでもあたためて食べられるよう

冷凍パックしました。

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。

消費税込561円

唐揚げとおかずの詰め合わせ
（特定原材料等）乳、卵、小麦、大豆、牛肉、豚肉、鶏肉、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。

商品番号 09-17 商品番号 09-18

商品番号 09-07 商品番号 09-08

消費税込561円

とんかつとおかずの詰め合わせ
（特定原材料等）乳、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486円

海老フライ 3尾
（特定原材料等）卵、小麦、えび、大豆を含む。

消費税込366円

アジのフライ 2尾
（特定原材料等）卵、小麦、大豆を含む。

咲々コロッケ
（特定原材料等）乳、小麦、大豆、牛肉を含む。

消費税込350円消費税込380円

京トマトの白ワイン煮

トマトを丸ごと白ワイン、はちみつ、お
砂糖で漬けました。甘くて美味しく、
漬け野菜人気NO.1です。

消費税込350円

セロリのオレンジ漬けと
生ハムのサラダ
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。

ごぼうのごま味噌漬けと
蒸し鶏のサラダ
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。

商品番号 09-07 商品番号 09-14 4 個 商品番号 09-16
1個 商品番号 09-15

商品番号 09-12

商品番号 04-02

商品番号 04-03

商品番号 04-04

商品番号 09-01

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。

商品番号 09-02

商品番号 09-10 商品番号 09-11

1 2 3 4 5

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

この商品をおたよりで紹介しました

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

銀鮭の西京漬

カラスガレイの
西京漬

カラスガレイの西京漬

銀鮭の西京漬

　各セット　

こちらから御覧ください

『なんぼあってもいい』
毎日はくりかえしている。「 」


