
例えば…
ステンレスユニットシェルフを
お買い上げいただいた場合

京都市・大津市（一部）にお住まいの方なら

無印良品のスタッフがお届けします。
で配送料金1,500円ご近所限定お届けサービス

配送地域 全国京都市・宇治市・大津市（一部）

生活雑貨などの小物類

火・土・日曜日配送可能日時 毎日（一部地域を除く）
時間指定可

2,500円
土日祝日は＋1000円

500円
（個数制限なし）

ポリプロピレン収納

軽家具、小型家電など 1,000円

配送料の上限 30,000円5,000円

椅子、ふとんなど

3,500円
土日祝日は＋1000円

500円1個につき500円2個で

大型家具、家電など
（一部対象外商品あり）

1,500円1個

2個目からは
1,000円1個につき

9-14時|12-18時

対象外

詳しくは無印良品 京都山科 2階スタッフまでお問い合わせください。

※状況により、予告なく内容を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

無印良品 京都山科は、「食べる・見つける・買う」をコンセプトに自分たちで産地を訪問、
地元の方々との協業をテーマに食の情報編集型店舗として、2019年にオープンしました。
以来、生産者の方々の想いや工夫など、ものづくりのストーリーを添えて、良い品をご提供
してきました。

来る11月1日、無印良品 京都山科は開店から2周年を迎えることになりました。
これを記念して「周年市」を開催いたします。みなさまに支えていただいた2年間の、
感謝の気持ちをお伝えする16日間。ふだんより少し特別な品と笑顔でご来店を
お待ちしております。

ご近所限定お届けサービス
無印良品 京都山科

実施中

くらしのもっと近くに。私たちがお届けします。

2021.10.30ー11.14

おいしいに、ありがとう。

全国共通便ご近所限定お届けサービス

無印良品 京都山科

delivery
くらし、つなげる、つながる。

※写真はイメージです

商品番号　01-18

おまかせフルーツセット
果物担当の和田さんが、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。

（3～4種類） 消費税込2,000円

（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
の森山さんが、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。

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

※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。

お届け曜日

お届けエリア

月・火

大津市（琵琶湖南西部地域）

配達無料
無印良品 京都山科の
スタッフがお届けします

お電話一本でお届け

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

15:00－18:00
お届け時間

現金またはクレジットカードでお支払いいただけます

現金 クレジットカード
VISA ／ Master／
JCB 一括払いのみ

金・土・日

京都市山科区・伏見区醍醐・小栗栖・石田・日野

※写真は 3～5人家族向け一例です

暑い時も、寒い時も。雨の日も、風の日も。
困ったときはお互いさま。いつでも声をかけあう仲でいたいものです。
MUJI del iveryでは、かさばるものや重いもの、生産者さんがつくった野菜、
お店の厨房でつくったお惣菜から日用品まで、
毎日の良い品を、笑顔といっしょに「ちょっとそこまで」お届けします。

2021年 10月よりチラシ有効期間が 1ヶ月となりました（10月は31日｜日｜まで）。
期間中情報に変更があった場合、【MUJI passportアプリ】の〈フォロー店舗より〉でお伝えします。

京
都
山
科

10月

ご注文合計
消費税込1,000円以上で



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

P.マスタード
プルストカフェ

消費税込1,026 円

商品番号　12-28

消費税込350円

かきあげうどん
無印良品

商品番号　02-54

272g

230g

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　12-26

消費税込980円

ピオーネ
山梨県産

梨（南水、もしくは20世紀）
産地は商品に記載

商品番号　12-07

商品番号 01-12

商品番号 01-13

消費税込1,680円

ミルキークイーン
京都祐喜／京都府与謝野町産

2kg

1kg 消費税込970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

1袋（約8個入）
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

154g（お米2合用2～3人前）

消費税込390円

炊き込みごはんの素
栗ごはん

無印良品

商品番号　12-25

消費税込598円 消費税込398円 消費税込498円

みかん
産地は商品に記載

商品番号　12-27

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

豚汁や他にも使える
6種の具

咲菜

消費税込432円200g

冷凍

商品番号　02-94

牛肉とごぼう煮
咲菜

消費税込 237円70g

冷凍

冷凍 冷凍

商品番号　02-91

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

かぼちゃ煮
咲菜

消費税込 194円100g

冷凍

商品番号　02-93

村田農園の九条ネギを使用した 

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

NEW

NEWNEW

NEWNEW

NEW

SORPREZA  京都ピザ

1枚　消費税込790円

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。

商品番号　12-02

甘長唐辛子と豚肉ジェノベーゼソース

冷凍

SORPREZA  京都ピザ

1枚　消費税込810円

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。

商品番号　12-03

山科茄子とミートソース 枝豆トッピング

冷凍 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

冷凍

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。

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
牛豚の合い挽きミンチにたっぷり
玉ねぎの柔らかなハンバーグ。
ケチャップソースで仕上げました。

咲菜

120g（1個）　消費税込324円商品番号　02-89

焼き上げハンバーグ
〈ケチャップソース〉

脂ののったカラスカレイを、基本の
調味料で、ふっくらと柔らかく煮まし
た。

咲菜

1切 　消費税込442円商品番号　02-90

カレイの煮付け

※入荷状況による

商品番号 01-10

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1,500円

   



Café＆Meal MUJIのデリを

ご家庭までお届けします。

体に優しい「素の食」をお楽しみください。

食卓の一品に。

160g 消費税込580円

干し野菜の塩きんぴら

各100g 消費税込780円

3種のデリ詰め合わせ A
商品番号 10-12

○レバーとこんにゃくのからしマヨネーズ和え
○干し野菜の塩きんぴら
○黒海苔と干し海老の白和え

九州産の干した大根、人参、ごぼう
に干し椎茸と、昆布でとった出汁と
塩こうじで調味した塩きんぴらです。

各100g 消費税込780円

3種のデリ詰め合わせ B
商品番号 10-13

○焼きなすとパプリカのバルサミコマリネ
○村田農園の白いとうもろこしのポテトサラダ
○ゆで豚と菊菜の香味サラダ

消費税込1,000円

デリ3種の弁当 デザート付
商品番号 10-08

商品番号 10-14

200g 消費税込580円

柿とクリームチーズの
ポテトサラダ
クリームチーズを入れたポテトサラダ
に旬の柿を合わせ、香ばしいベーコ
ンのドレッシングで仕上げました。

商品番号 10-19

200g 消費税込580円

黒海苔と干し海老の
白和え 
愛知県の黒海苔をたっぷり使った白
和えです。海苔本来の香りを楽しめ
ます。

商品番号 10-17

180g 消費税込580円

焼きなすとパプリカの
バルサミコマリネ
ローストした野菜を醤油入りのバル
サミコ酢でマリネしています。

商品番号 10-15

相性のよい3種のデリと当日炊きあげた白ごはんの
弁当です。季節限定のデザート「ミルク胡麻くずも
ち うぐいすきなこ掛け」が付きます。

消費税込900円

唐揚げ弁当
商品番号 10-09

人気の「唐揚げスイートチリマヨネーズ」と「焼きなす
とパプリカのバルサミコマリネ」「干し野菜の塩きん
ぴら」をバランスよくお楽しみいただけます。

デリ ※2～3人前のサイズです

弁当 デザート
※生クリームはついていません

7個 消費税込680円

唐揚げスイートチリマヨネーズ
商品番号 10-02

ジューシーな味わいのむね肉のから揚げです。
Café&Mealの人気の定番デリです。

甘辛

1切 消費税込450円

チーズケーキ
商品番号 10-10

1個 消費税込400円

本和香糖の
焼きプリン

商品番号 10-11

1切 消費税込550円

宇治抹茶の
ケーキ

商品番号 10-18

 350円
消費税込

各種 1人前

↑お届けするイメージです。
※写真はすべて調理例です。

たこのアンチョビトマト煮

豚肉と野菜の
ガーリックソース炒め

鶏肉の煮込み
デミグラスソース

焼き野菜と
タンドリーチキン

鶏肉のタイ風
ココナッツミルク煮

鶏肉とねぎの山椒焼き

鶏肉とカリフラワーの
レモン煮

彩り野菜と鶏肉の
トマト煮込み

さわらの
トマトバジルソテー

えびと彩り野菜の
レモンソテー

鮭のバジルソテー

白身魚の蒸し焼き
アンチョビバターソース 白身魚の中華風蒸し煮 白身魚のアクアパッツァ たことブロッコリーの

アヒージョ

商品番号 11-01 商品番号 11-02 商品番号 11-03 商品番号 11-04

商品番号 11-05 商品番号 11-06 商品番号 11-07 商品番号 11-08

商品番号 11-09 商品番号 11-10 商品番号 11-11 商品番号 11-12

商品番号 11-13 商品番号 11-14 商品番号 11-15

無印良品の
ミールキット

フライパンひとつで簡単に調理ができて、味は本格的。
おいしい一人前は、手間も時間もかかりません。

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

1 2 3 4 5

（105g～185g）

冷凍

レトルト

NEW



お届けエリア

10月

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30日 ○チラシ有効期間: 2021年9月30日｜木｜－10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。

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

商品番号　02-79

消費税込299円

ウレタンフォーム
三層スポンジ 3 個入

商品番号　02-78

消費税込390円

手指用消毒ジェル

商品番号　13-18

消費税込299円小 10枚入

消費税込399円

フリーザーバッグ

大 10枚入

化粧水
敏感肌用 さっぱりタイプ

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

長巻ダブル

消費税込580円200ml

消費税込980円

商品番号　13-01

商品番号　13-02

商品番号　13-03

商品番号　13-04

商品番号　13-05

商品番号　13-06

商品番号　13-07

商品番号　13-08

商品番号　13-09

商品番号　13-10

商品番号　13-11

商品番号　13-12

商品番号　13-13

商品番号　13-14

商品番号　02-23

商品番号　02-24

商品番号　02-81

商品番号　02-95

商品番号　13-15

商品番号　13-16

商品番号　13-17

400ml
（大容量）

400ml
（大容量）

400ml
（大容量）

化粧水
敏感肌用 しっとりタイプ

消費税込580円200ml

消費税込980円

化粧水
敏感肌用 高保湿タイプ

消費税込780円200ml

消費税込1,290円

10月1日｜金｜－10月31日｜日｜
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

今回はお店で働くスタッフが実際に備
えている防災キットをご紹介しますね。
　インテリアアドバイザーのイノさん
は、5歳と1歳のお子さんを持つ、お母
さん。家族4人暮らしです。
「うちは夫が食料品担当、私が日用品…

【京都山科】イノさんの備え｜
私の防災キット

双糸で織った丈夫な生地の両面に起毛
をかけたフランネルは、初めて袖を通す
のに体に馴染む着心地。
ブラウスはゆとりのあるシルエットだけ
ど、裾のスリットのおかげでワイドパン
ツと合わせても着ぶくれして……

【京都山科】フランネルと秋を
ゆく｜スタッフコーディネート

お届け当日のご注文は13:00までとさせていただきます

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
金 土月 火 日

消費税込690円50ml
シトラスの香り

50ml
和ハッカの香り

消費税込690円

マスクスプレー
商品番号　13-20

商品番号　13-21

化粧水・敏感肌シリーズ

古い角質や毛穴の汚れをやさ
しく拭き取り、肌にうるおいを
与えます。

水なしで素早く消毒できる、
手にやさしいジェルです。

季節の変わり目の肌トラブルや、アルコールなどの刺激が苦手なお肌、日焼けによる
ダメージ肌の方におすすめの低刺激性のシリーズです。

エイジングケア化粧水

消費税込1,490円200ml

消費税込2,490円400ml
（大容量）

400ml
（大容量）

400ml
（大容量）

エイジングケア化粧水
高保湿タイプ

消費税込1,490円200ml

消費税込2,490円

エイジングケア
薬用美白化粧水

消費税込1,990円200ml

消費税込2,990円

エイジングケアシリーズ 岩手県釜石の洞窟から汲みだした天然水を使いました。
保湿力が高く、乾燥が気になる肌を、しっとりなめらかに保ちます。

ハーバル化粧水
高保湿タイプ

消費税込1,790円200ml

200ml 消費税込1,290円

抗菌スプレー

商品番号　13-19

植物性抗菌消臭成分として、
柿、ササ、ヨモギなどを配合。

200ml

消費税込2,790円400ml
（大容量）

400ml
（大容量）

導入化粧液

消費税込1,290円200ml

消費税込1,990円

クリアケア
拭き取り化粧水

消費税込1,490円200ml

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

の

にお届けします

野菜ソムリエの先生がつくる
旬の野菜レシピ

※レシピの無断転載禁止

かぼちゃ 100g
しめじ 60g
オリーブ油 大さじ0.5
塩 少々
Ａバター 15g
　小麦粉 15g
牛乳 250g
塩 小さじ0.25
粗挽き黒こしょう 少々
ナツメグ 少々

ごはん 300g
素材を生かしたパスタソース
粗挽き肉のボロネーゼ（1人前 130g）※ 
 1袋
ピザ用チーズ 50g
パセリ 適量

材料2人分 ※印は無印良品オリジナル商品

つくりかた

かぼちゃとしめじの
ミートドリア

春菊とすだちのみそ汁

1. かぼちゃは幅5mmに切ります。しめじは石づきを切り、ほぐします。

2. フライパンを熱し、オリーブ油を入れて手順1と塩を入れ炒めます。

3. Ａを耐熱容器に入れ、電子レンジ600Wで50秒加熱します。泡立て器で混
ぜながら牛乳を少しづつ加え、600Wで2分加熱します。再度取り出してよく
混ぜ、さらに600Wで2分30秒加熱します。

4. グラタン皿にごはん、手順2、手順3、パスタソースを入れ、チーズをのせて、オ
ーブントースターで焼き色がつくまで焼きます。お好みでパセリを散らします。


