
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

（3～5人家族向け） 消費税込2,000円

おまかせ野菜セット
様々なお料理に使いやすい定番のお野菜を中心に、青果担当の森山が、その週の
おすすめ野菜を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。

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 3～5人家族向け一例です

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

（2～3人家族向け） 消費税込1,200円商品番号　01-08

商品番号　01-18 （3～4種類）　消費税込2,000円

おまかせフルーツセット
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。

※写真はイメージです

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。

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

9月13日｜月｜－9月28日｜火｜
のお届け日／配達エリア

商品番号 12-09

各種1食

たんとスープ 冷凍スープ 各種

　消費税込540円

農家がつくる、野菜のおいしさを余すところ
なく味わえるポタージュです。

冷凍

ケール 商品番号 12-10かぼちゃ
商品番号 12-11ビーツ 商品番号 12-12ジャガ芋

1個

豆乳モンブラン〈さつま芋〉

　消費税込378円

炊いたお芋とペースト状にしたお芋を白餡と
合わせました。中に隠れているカカオ生地と
よく合います。

商品番号　12 -19

1個

豆乳生クリームの雪見大福〈さつま芋〉

　消費税込432円
豆乳生クリームに黒糖を合わせました。中には、お芋のお団子
が入っています。秋にピッタリの大福です。

商品番号　12 -18

NEW

NEW

お届けエリア

毎日はくりかえしている。
どんな今日を生きたとしても、同じ時間はもうやってきません。
静かに目を閉じたらゆっくりと息を吸い込んでみてください。
大切なことは目に見えませんが、呼吸する身体なら気づくことができます。
良く歩き、良く食べ、良く眠り、良く整える。
無印良品はすべての人々の生活の役に立つことを目指しています。

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9月10日 ○チラシ有効期間: 2021年9月13日｜月｜－9月28日｜火｜

※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

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150円長巻シングル

消費税込150 円

トイレットペーパー無印良品

商品番号　02-81

商品番号　02-95

長巻ダブル

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

9月13日｜月｜－9月14日｜火｜
9月17日｜金｜－9月21日｜火｜
9月24日｜金｜－9月28日｜火｜京都市山科区

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

山
科
区

伏
見
区

坂本比叡山口

山科

石山寺

びわ湖浜大津

京
阪
石
山
坂
本
線

琵琶湖

ねぎ焼きやピザなど地域の農家さんや
企業といっしょに考えた新商品が続々
と登場する無印良品 京都山科から、ま
たもや新商品が仲間入りしました。
 京都中京区にある『グラマラスフード』
さんは、本場イタリアの味を……

【京都山科】麺も具材も生きて
るパスタ｜新商品のお知らせ

MUJI BOOKSには食に関する本がた
くさんあり、農業や野菜に関する本も
並んでいます。最近、新しく入荷したこ
ちらの書籍は日ごろ目にする野菜を”
植物”として観察して、私たちが……

【京都山科】種から種へ　命つ
ながるお野菜の一生｜MUJI 
BOOKS

お届け当日のご注文は13:00までとさせていただきます

この商品をおたよりで紹介しました

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。「 」

金 土
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。

月 火日



国産豚肉と相性の良いジェノベーゼ
ソースを使用。京都府産の甘長唐辛子
をふんだんにトッピングしました。

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734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

（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364円4個消費税込91円1個

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324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

かきあげうどん
無印良品

商品番号　02-54

272g

330ml

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
醤油からあげ
無印良品

消費税込350円

商品番号　02-05

240g

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）

消費税込980円

商品番号　05-07

消費税込980円

巨峰
福岡県産他

幸水梨
徳島県産他

商品番号　12-07

商品番号 12-23

商品番号 12-24

消費税込3,080円

岩船産こしひかり
益屋

5kg

2kg 消費税込1,350円

消費税込238円

バナナ
フィリピン産

商品番号　02-13

1袋 2玉パック 2玉パック1房

天然水 2L
サントリー

消費税込768円1箱（6本入）

消費税込128円1本

商品番号 02-68

商品番号 02-51

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

5 個入 消費税込288円

バターロール
ブーランジェオクダ

商品番号　02-58

85g（お米2合用2～3人前）

消費税込390円

炊き込みごはんの素
金目鯛ごはん

無印良品

商品番号　12-05

消費税込980円 消費税込398円 消費税込498円

加納岩の桃
山梨県産

商品番号　12-08

177g（お米2合用2～3人前）

消費税込390円

炊き込みごはんの素
かしわめし

無印良品

商品番号　12-17

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

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745円

とんかつと煮さばの詰め合わせ
（特定原材料等）卵、小麦、大豆、牛肉、豚肉、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 09-20

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 09-07 商品番号 09-18

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560円

ごちそうエビフライ 2尾
（特定原材料等）卵、小麦、えびを含む。

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 09-21 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 09-01

消費税込702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

中島さんのヨーロピアンリーフミックス

LサイズMサイズ
（写真はMサイズです）

商品番号　03-27 商品番号　03-28

スイスチャード・フェンネル・ロシアンケールなどの
お野菜を10種ミックスしました。葉っぱの味が
濃く、おいしくお召し上がり頂けます。

大阪府産

冷凍 冷凍 冷凍 冷凍

冷凍

肉団子甘酢あんかけ
咲菜

消費税込 291円
90g（3個）

冷凍

商品番号　02-92

焼き上げハンバーグ
〈ケチャップソース〉

咲菜

消費税込 324円
120g（1個）

冷凍

商品番号　02-89

カレイの煮付け
咲菜

消費税込 442円
1切

冷凍

商品番号　02-90

牛肉とごぼう煮
咲菜

消費税込 237円
70g

冷凍

商品番号　02-91

村田農園の九条ネギを使用した 

1枚 　消費税込480円

白い部分から葉の先端までみず
みずしく育った村田農園の九条
ネギをたっぷりと使用しています。

商品番号　12-04

グラマラスフード（ダニエルズ）

230g（麺重量110g） 　消費税込950円

商品番号　12-20

無
印
良
品
が

お
す
す
め
す
る

商
品
で
す ねぎ焼き牛すじこんにゃく入り

冷凍

SORPREZA  京都ピザ

1枚 　消費税込790円商品番号　12-02

甘長唐辛子と
豚肉ジェノベーゼソース

NEW

NEW

ボロネーゼスパゲッティ
京都丹波 赤堀農場の万願寺とうがらし入り

冷凍

グラマラスフード（ダニエルズ）

255g（麺重量110g） 　消費税込928円

商品番号　12-21

九条ねぎソース
スパゲッティ

京都久御山 村田農園の九条ねぎを使用した

冷凍

グラマラスフード（ダニエルズ）

280g（麺重量110g） 　消費税込928円

商品番号　12-22

フェトチーニ
トマトクリームソース

京都 久在屋の豆乳を使用した

生パスタセット 京小麦を使用した生パスタとパスタソースの冷凍セットです（一人前）。
生パスタを茹でて、ソースを湯煎して絡めるだけで食べられます。

京都・錦市場の入り口で20年以上営業しているイタリアンレストラン〈ダニエルズ〉の生パスタセットです。

500℃の釜で一気に焼き上げた生
地にクリームソースとミートソースの
ダブルソース。たっぷりの山科茄子
と枝豆をトッピング。

冷凍

SORPREZA  京都ピザ

1枚 　消費税込810円商品番号　12-03

山科茄子とミートソース
枝豆トッピング

厳選した国産大豆でつくる久在屋
の油揚げを上品に炊き、ちりめん山
椒を混ぜた寿司飯をつつみました。

冷凍

ちりめん山椒入 

5個入 　消費税込598円商品番号　09-19

いなり寿司


