
京都発『a sweater.』発売を記念して、
ホホホ座浄土寺店と連動して冊子に登
場する『働くひと』たちの姿をパネル展
示します。ほかにも冊子未掲載の『働
いている手』の展示や、みなさんの働く
ときにそばに置いておきたい本の紹介
コーナーも特設します。

『働くセーター』で撮影を担当した写真
家・吉森慎之介さんの写真展示を行い
ます。（11月５日～）、『働くセーター』が
生まれた広島で撮影された、仕事着と
して馴染むセーターの姿をご覧くだ
さい。また吉森さんの私家版・写真集
『うまれたてのあさ』を販売します。

『働くセーター』の著者・保里尚美さん
をお迎えし、編み物ワークショップや
テキスト販売を行います（10/30）。ご
本人が愛用の『働くセーター』の現物
をお借りして展示します。『働くセータ
ー』が生まれるきっかけとなったM.B.
ゴフスタインの絵本の世界を紹介す
るコーナーも展開します。

フードコートに出店中のロマン焼き、唐揚
げや焼き鳥弁当、丼などのテイクアウト
メニューを、消費税
込1,000円以上お
買い上げで配達い
たします。（配達無
料）くわしくは店頭
のチラシをチェック
してください。

ワークショップのお申込み方法や詳細は、MUJI 
Passportで毎日更新している店舗からの「おたより」
の「イベント情報」をチェックしてください。

少しのキズや凹み、汚れ、ほつれなど
で店頭に並べられなくなってしまった
商品を集めて、お求めやすい価格で
販売いたします。グリーンやわけあり
野菜、夏物のタオルケット、棚のパー
ツなどが並びます。

フラワーワークショップ

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

無印良品 京都山科

周年市だけの特別なイベント

ウェブサイトはこちら

掲載しているもの以外にもイベント・お買い得商品を多数ご用意しています

たくさんの人とつながりたい。

全国の無印良品で開催している「つ
ながる市」は、地域の方々と一緒につ
くり、運営する期間限定のマーケットで
す。無印良品 京都山科では、食を中
心にものづくりに携わっている方々と
つながって、輪が広がっています。

秋のお花で住まいを彩る、
ミニブーケをつくるワーク
ショップです。お花屋さんで
10年以上働いていた経験を
持つスタッフがご案内しま
す。

店頭で服を回収するプロジェ
クト「BRING」を実施中です。
「ReMUJI」は服を回収した
後、藍色に染め直した衣服を
再販売するもの。服を大切に
着る、モノの循環を考えた取り
組みのひとつです。

セルフマッサージワークショップ

無印良品のピュアオイルを
使ったツボ押しセルフマッ
サージを、京都山科のスタッ
フがご紹介します。

『a sweater.』フェア開催

Café&Meal MUJIで野菜ソムリエの先生
原案のデリメニューが登場。コールドと
ホットデリの中からお選びいただけます。

1日6件限定 周年市期間限定

○掲載商品の仕様・価格・デザイン等は予告なく変更することがございます。 ○写真は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。○数量に限りのある商品もございますので、品切れの
場合はご容赦ください。○発行：2021年 10月30日○チラシ有効期間：2021年 10月30日から2021年 11月14日まで

→

フォロー完了

フォロー解除

フォローする

Café&Meal MUJI 京都山科

無印良品 京都山科は現在 14万人近
い方にフォローして頂いています。
MUJI passportアプリをダウンロー
ドして、無印良品 京都山科をフォロー
すると、from MUJIから〈フォロー店
舗より〉で店舗からの“おたより”をお
楽しみ頂けます。

京都山科のフォローは
こちらから

【プレゼント例】 素材を生かしたカレーシリーズ詰め合わせ▲

秋のインテリア大相談会
予約フォームはこちら

アプリのダウンロードは
こちらから

周年市の最新情報も、
京都山科の旬な情報も。

 deliveryLUNCH
山科区限定 ランチデリバリー

無印良品のリサイクル・リユース。 わけありでもいいんです。

スタッフの持つ力を届けたい 汗をかく人、働く人。

2019年4月に発売以降、多くの方にご愛
用いるジュートマイバッグを刺繍入りで。
絵柄は3種類。サイズはA4（消費税込650
円）とB5（消費税込590円）の2種類です。

刺繍入り
ジュートマイバッグ

数量限定

マイバッグ、もってます。

季節の移り変わりに合わせ
て住まいも編集しませんか？
家具の買い替え、新居のイン
テリア、片づけのコツなど専
任のアドバイザーがなんでも
相談承ります。期間中のご
予約、税込10万円以上のお
買い上げで無印良品の商品
をプレゼントいたします。

秋のインテリア大相談会

住まいの編集をお手伝いします。 京都山科だけの特別メニュー。 出来たてをお届けします。

村田さんの

末國さんの

このクーポンを対象日にお持ちいただき、無印良品
及びCafé＆Meal MUJIで合計消費税込2,000円以
上お買い上げのお客様で先着 100名様に無印良
品の「自分で詰める水のボトル」もしくは「持ち手
付きごみ袋」をプレゼントします。当日お買い上げ
レシートを2階レジまでお持ちください。
※期間中お 1人様 1枚限り

周年市期間中

プレゼントクーポン月火水木

無印良品及びCafé＆Meal 
MUJIで合計消費税込2,000円
以上お買い上げいただき、「無
印良品 京都山科」をアプリで
フォローしているお客様先
着 200名様におすすめ品を
プレゼントします。レシートを
2階レジまでお持ちください。
※ご来店当日のレシートに限り

フォロワー限定
プレゼント

周年市期間中

金土日

人と人とのこの距離は、不自然な距離ではありません。
それは、お互いを大切に思う思いやりの距離なのです。
くらしかたが変わっても、人の営みは続いていきます。
季節の野菜や肌に心地いい服、家族が集うあたたかい住まい。
そんな変化の中でも変わらずお店へ足を運んでくださったみなさまへ、
いつまでも「おいしいね」と言い合える仲でいたいと願いながら
感謝の気持ちをお届けします。

2021.10.30ー11.14
2nd Anniversary

お
い
し
い
に
、あ
り
が
と
う
。

MUJI delivery

ご近所限定お届けサービスそうじ部はじめました。

「私達たちに何でも聞いてください。」



シリコーン調理
シリーズ

紳士・婦人・子ども

11月5日－11月7日限定

不揃いバウム
シリーズ

黒毛和牛ロースステーキ用
 1,280円消費税込

10月30日限り 1日100枚限定

国内産

京都府産
※写真は黒毛和牛ロースステーキ用です

山科で古くから観光農園をされている勧修寺観光農
園のさつま芋を焼き芋にしてご用意しました。お芋掘
りを思い出しながら、是非、ご賞味ください。

勸修寺観光農園の「焼き芋」
140g 

黒毛和牛モモ880円均一セール
10月30・31日限り

国内産

黒毛和牛カタロース980円均一セール
11月5日－7日限定

国内産

霧峰牛カタロース880円均一セール
11月12日－14日限定

宮崎産

100g当たり915円

国産牛ロースステーキ用（交雑種）
 1,080円消費税込

11月6日限り 1日50枚限定

国内産

140g 

1セット

100g当たり772円

国産牛サーロインステーキ用（交雑種）
 1,080円消費税込

11月13日限り 1日50枚限定

国内産

140g 
100g当たり772円

大トロ
まぐろ対面販売

 1,380円消費税込

鮭・干物・味噌漬各種 よりどり4品
 1,080円消費税込

消費税込

消費税込

消費税込

10月30・31日限り

※写真はイメージです

100g当たり 

 248円消費税込1個 

北海道産

外食や加工品にまわるはずだ
ったにんじんを仕入れ、詰め
放題でご提供いたします。ポト
フやカレーなど、にんじんづく
しのお料理はいかがでしょう
か。

不揃いにんじん
詰め放題

 198円消費税込1袋 

中トロ  1,080円消費税込100g当たり 

赤身  980円消費税込100g当たり 

西京漬（1切）
さわら／カラスカレイ／
赤魚／銀鮭

柚庵漬 さわら（1切）

粕漬 さわら（1切）

ロシア産 粕漬 紅しゃけ（1切）

チリ産 中塩銀しゃけ（2切）

日和屋 どんちっちアジ開き

森のめぐみ、ジビエ肉をもっと活用しよう。バターチキ
ンとのあいがけカレーです。

イートインご利用のお客様に、コールドプレスジュー
ス（ニンジンジュース）ひと口サイズをお付けします。

鹿肉とマッシュルームのカレー＆
バターチキンカレー〈あいがけ〉
猪肉と3種の豆カレー＆
バターチキンカレー〈あいがけ〉

カレー厨房

 3,990円～消費税込  790円～消費税込  290円～消費税込

  600円消費税込

  750円消費税込各種 1食

  650円消費税込肉ぶっかけうどん
肉ぶっかけうどんロマン亭

1食

  250円消費税込

  280円消費税込
ロマン焼き〈特製醤油味〉
ロマン焼き〈ソースマヨ〉

京都粉もんロマン焼きロマン亭
各種 1食

  540円消費税込

旬野菜のミネストローネ

周年市期間中全品10%OFF

たんとスープ

Lサイズ 1食
  390円消費税込

Sサイズ 1食
京都の野菜をつかった3種類の野菜串です。伏見とうが
らしはタレ、原木しいたけはおろしポン酢、京かぶらは塩
で味付けしています。

  170円消費税込

野菜串〈伏見とうがらし、原木しいたけ、京かぶら〉
ロイヤルチキンまるとく

3種各 1本

周年市期間限定

掛布団
（二層式・薄かけ二層式）

11月12日－11月14日限定

ヤクウールシリーズ
紳士・婦人

10月30日－11月3日限定

周年市限定のお買い得品　 それぞれの期間中 各種10%OFF

あたたかファイバームレにくい厚手毛布

10月30日－11月3日限定

綿であったかシリーズ

11月5日－11月7日限定

ごはんにかけるシリーズ

11月12日－11月14日限定

素材を生かしたカレー
大盛りシリーズ

フランス産じゃがいも
ポテトチップス 各種

フードコートメニュー

世界のお菓子
シリーズ

素材を生かした
インスタントシリーズ

一人分からつくれる
鍋の素 シリーズ

菜魚肉

やわらかくなめらかな肌触りで、長い毛足が暖かな空気を含む
厚手毛布です。吸放湿性のある天然由来の（ユーカリの木由
来）リヨセルを編み込み、暖かさにムレにくさを加えました。本格
的な冬の準備にいかがでしょうか。

綿は、湿気を吸収して発熱する、天然の機能性素材です。 綿の
風合いはそのままに、本来の機能をさらに高める特殊な加工を
施した吸湿発熱インナーをつくりました。繰り返し洗濯をしても
あたたかさが続きます。

ごはんにかけるだけで手軽においしく召し上がることができるシ
リーズです。季節の素材を生かしました。ごはんにかける八宝菜
（写真）は、うずらの卵や豚肉、たけのこなどの具材を生姜の香
りがきいたスープで煮込みました。

※周年市期間限定

えらべる丼5品よりどり

ネタは８～10品から5品をお選びい
ただけます。天然ものを中心に取り
揃えています。日によって内容は変
わります。

 880円消費税込

周年市期間限定

鮓カウンター（イートイン）

1日50食限定自家製あら汁付き

おいしいに、ありがとう。

ラクトB館1Fアトリウムで販売します

周年市弁当
ちりめん山椒ごはんの上に、京都山
科の食品フロアから海の幸、山の幸
を集めました。甘鯛の柚子味噌焼き
や、海老のフリッターなどボリューム
のあるお弁当です。

 1,380円消費税込

10月30・31日／ 11月6・13日限定

1日60食限定

漬け野菜 isoism

焼きたてクロワッサン
1日計 150個限定

Café&Meal MUJI　

10月30日－11月7日の土・日・祝日限定

久左衛門のおあげさん
職人が一枚一枚手作業で揚げ
たその日揚げたての油揚げは菜
種の良い香りが引き立ちます。

数量限定

久在屋

10月30日／ 11月5・6・12・13日限定

  388円消費税込1枚

はらぺこプチサンド
咲菜のだし巻きとロマン亭の焼
きそば、まるとくのヤンニョムチ
キンをパンではさみました。

ブーランジェオクダ

周年市期間限定

  340円消費税込1セット

山椒入りいなりと
和風キンパのセット
店内のお魚屋さんと漬け野菜の
isoismから、絶妙な組み合わせ
が生まれました。

1日20食限定

周年市期間限定

  650円消費税込1セット

もちもち食感のスモークサーモ
ンと漬け野菜 isoismの玉ねぎ
マリネのカルパッチョです。

海鮮カルパッチョ
（スモークサーモン）

1日30食限定

周年市期間限定

  780円消費税込1パック

大正ビーフカレー
創業大正14年。京都老舗洋食
スター食堂のスパイスの効いた
欧風カレーです。

スター食堂

  486円消費税込レトルト 1個

特製弁当
内容は日によって変わります。
※価格はごはんの種類によって変わります。

1日20食限定

咲菜

周年市期間限定

 1,080円～ 1,180円消費税込
1折

あんクロワッサン

牛すじこんにゃく入りねぎ焼き
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。

村田農園の九条ネギを使用した 

京都山科で開発した商品です

1枚

1枚

冷凍

京の地豆腐久在屋の
京揚げカレー
宮城県産のミヤギシロメ大豆と
自家製油揚げをじっくり煮込ん
だオリジナルカレー。

久在屋

  637円消費税込1個レトルト

 340円消費税込

マリトッツオ キャラメルナッツ
ブーランジェオクダ

1日12食限定

数量限定

 380円消費税込

ティラミスマリトッツォ
京都 クグロフ家

10月30日－11月7日限定

周年市期間限定

 295円消費税込

豆乳生クリームのマリトッツォ
AMAIMON KYUZAYA

11月1日－11月14日限定

周年市 2021.10.30－11.14

10月30日－11月7日まで

ポム
りんごの形をしたムースケーキ
です。生のリンゴをまるごと使
い、シナモンで味を調えました。

京都 クグロフ家

周年市期間限定

  550円消費税込1個

豆乳レアチーズケーキ
北海道産クリームチーズと豆乳
を合わせました。

AMAIMON KYUZAYA

ベリー 11月8日－11月14日限定

プレーン 11月1日－11月7日限定

  333円消費税込1個プレーン
  348円消費税込1個ベリー

３種SET
漬け野菜 isoism

10月30日－11月3日限定価格

  930円消費税込  980円消費税込

1セット

お好きな漬け野菜を3種類選ん
でいただけるお得なセットで
す。※みょうが（甘酢漬）は除く。

 200円

ピリP.マスタード
人気の「P.マスタード」のプチプ
チ食感はそのままに、スパイス＆
ハーブでピリ辛に仕上げました。

50本限定

プルストカフェ

  1,134円消費税込230g

五十家グループの炊き込みご飯が
おうちで簡単に楽しめるミールキ
ットです。お出汁など必要な食材
はすべて入っています。炊飯器や
土鍋で簡単につくれます。

九条葱と甘鯛の
炊き込みご飯

まるごとトマトの
炊き込みご飯

漬け野菜 isoism

周年市期間限定

  1,300円消費税込（１～ 2人前）
各種1袋

消費税込

 820円消費税込

1枚  480円消費税込

 880円消費税込

チョコクロワッサン  200円消費税込

バタークロワッサン  150円消費税込

販売時間

15：00／ 15:30／ 16:00

無印良品がおすすめする商品です

京都産の野菜を中心に具材を組み合わせた創作
手づくりピザです。

中井ファームのトマトを使ったマルゲリータ（上）

SORPREZA  京都ピザ
京都山科で開発した商品です

冷凍

無印良品がおすすめする商品です

九条葱のからし酢味噌とグリルチキン（下）

※トマトの大きさはイメージです

1日5個限定


