
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

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

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人家族向けセットの一例です

2021年 10月よりチラシ有効期間が 1ヶ月となりました（12月は31日｜金｜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

12月

1箱（5kg）

サイズはお電話でご確認ください

消費税込2,500円

1袋（Mサイズ 8個）消費税込598円

みかんの生産量第1位の和歌
山県産に絞ってご提供します。
甘みと酸味のバランスが良い
商品をぜひご賞味ください。

みかん和歌山県産

商品番号 03-27

商品番号 12-27

商品番号 12-30

商品番号 03-28
消費税込598円

中島さんの
ヨーロピアンリーフミックス

大阪府産

Lサイズ

Mサイズ
消費税込398円

※写真はMサイズです

ご注文合計
消費税込1,000円以上で

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。

消費税込2,000円

（2～3人家族向け） 

（3～5人家族向け） 

2玉パック 消費税込598円
フジりんご青森県産他

1房（4～5 本） 消費税込248円
バナナフィリピン産

NEW

商品番号 02-72

商品番号 02-13

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11月25日 ○チラシ有効期間: 2021年12月3日－12月31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

12月3日｜金｜－12月31日｜金｜
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

当店限定の配送サービス「ご近所限定
お届けサービス」を実施しております。
通常、大型商品は商品センターを経由し
てお客さまのお宅にお届けするのです
が、「ご近所限定お届けサービス」は近
くにお住まいの地域の皆さまの……

【京都山科】ご近所限定お届け
サービス｜MUJI SUPPORT

服としての役目が終わってもきっとなに
かに形を変えて、再生できるはず。手を
加えることで着ることができる服を、国
内で染め直し新たな商品として販売す
るのが「ReMUJI」です。
「ReMUJI」で生まれ変わった服……

【京都山科】服を回収しています
｜ReMUJI

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

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

“何でも配達サービス”

チラシに掲載のない商品もお届けします。
配達できる商品については、
電話でご相談くださいね。

森山さんのMUJIデリバリー担当

※レシピの無断転載禁止

里芋 4個（180～200g）
Ａ ピザ用チーズ 15g
　 アンデスの岩塩※ ひとつまみ
小麦粉 小さじ1
こめ油 適量
だし汁 300ml
（国産素材を使っただしパック 
飛魚（あご）とかつお※） 1パック
水 400ml
アンデスの岩塩※ 小さじ0.5
みつば 2本

材料2人分 ※印は無印良品オリジナル商品

里芋揚げだんごのすまし汁

野菜ソムリエの
先生がつくる
旬の野菜レシピ

つくりかた

1. 里芋は洗い、皮に横方向に切り込みを入
れます。耐熱皿にのせてふんわりラップを
し、電子レンジ600Wで5分加熱します。
粗熱が取れたら皮をむき、つぶします。

2. 手順1にAを入れてよく混ぜ半分ずつ丸
め、表面全体に小麦粉をつけて余分な
粉は落とします。フライパンにこめ油を
入れ、全体がきつね色になるまで時々動
かしながら揚げ焼きにします。

3. 鍋にだしを入れて火にかけ、温まったら
塩を加えて火を止めます。

4. お椀に手順2を入れ、手順3を注いでみ
つばを上にトッピングします。

12月

はじめました。

※精肉・鮮魚は対象外です。
※無印良品 京都山科で取り扱いのある商品に限ります。

ご注文は
前日の20時まで

段ボール
1箱分まで
お届けします
ダンボールの大きさは
3辺合計140cm程度

本チラシ掲載品は当日13時まで
ご注文いただけます



おまかせ
野菜セットと
ご一緒に！

日配食品・グロッサリー

ヨーグルト
グルメファン

小岩井プレミアムクリーム

1パック

154g（お米 2合用2～3人前）

冷凍 冷凍 冷凍

商品番号 12-36 商品番号 12-38 商品番号 12-39商品番号 12-37

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

レトルト

のマークは

消費税込 420円

商品番号 02-01

200g　消費税込 356円
六星のうす切餅

400g（10個）　消費税込 583円
六星の農家もち　

商品番号 12-30

商品番号 01- 16

博多華味鳥

　消費税込 432円

水たきスープ

寄せ鍋スープ

商品番号 01- 14

商品番号 01- 15

七味屋

15g　消費税込 486円

七味唐辛子

商品番号 12-31

オジカ

150ml　消費税込 475円

万能胡麻ドレッシング

商品番号 12-32

うね乃

　消費税込 843円

京のだし（めんつゆ）

商品番号 12-33

北海道根釧
よつ葉牛乳

よつ葉

1000ml 消費税込 270円

商品番号 02-02

みずほのおたまさん

1パック
（10個入） 消費税込 280円

商品番号 02-03

炊き込みごはんの素
栗ごはん

無印良品

消費税込 390円

商品番号 12-25

特別栽培米 コシヒカリ
山本農園／京都府丹後町産

2kg 消費税込 1,500円
商品番号 01- 10

商品番号 02-09

5kg 消費税込 3,500円
商品番号 01- 11

ミルキークイーン
京都祐喜／京都府与謝野町産

1kg 消費税込 970円
商品番号 01- 12

2kg 消費税込 1,680円
商品番号 01- 13

天然水2L
サントリー

1本 消費税込 128円
商品番号 02-68

1箱（6本入）消費税込 768円
商品番号 02-51

バターロール
ブーランジェオクダ

讃岐小豆島 牛肉手延べうどん
うす家

5個入 消費税込 288円

商品番号 02-58

よもぎパン
ブーランジェオクダ

3個入 消費税込 205円

消費税込 788円

えび天ぷらそば
うす家

消費税込 896円

手包み肉まん
陳建一

消費税込 540円

九州産鶏肉 厳選チキンナゲット
PIZZA REVO

消費税込 460円
商品番号 12-34

山食パン
商品番号 02- 10角食パン

ブーランジェオクダ

各種 5枚切 消費税込 324円

P.マスタード
プルストカフェ

230g 消費税込 1,026円

商品番号 12-28

フォロドレッシング
やましな

330g 消費税込 464円

商品番号 02-50

冷凍食品・ミールキット

各種1人前　消費税込350円

①鶏肉の煮込みデミグラスソース

※写真はすべて調理例です

1 2 3 4 5

冷凍（要調理）

SORPRESA 京都ピザ

　消費税込 820円

京都市伏見区の中井ファームはトマト専門の農家
さんです。土作りにこだわった糖度の高いフレッシュ
なトマトをたっぷりトッピングしています。

中井ファームのトマトを
使ったマルゲリータ

商品番号 12-35

消費税込 880円

「漬け野菜 isoism」とのコラボ商品。500℃の釜で
一気に焼き上げた生地に、グリルチキンと相性のよい
漬け野菜、九条葱のからし酢味噌をトッピング。

SORPREZA  京都ピザ

九条葱のからし酢味噌と
グリルチキン

SD食品

村田農園の九条ネギを使用した 
ねぎ焼き

商品番号 12-29

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。

〈牛すじこんにゃく入り〉

商品番号 12-04

商品番号 11-02 ②白身魚の蒸し焼きアンチョビバターソース 商品番号 11-09

③えびと彩り野菜のレモンソテー 商品番号 11-08 ④鶏肉とねぎの山椒焼き 商品番号 11- 13

⑤鮭のバジルソテー 商品番号 11- 14

かきあげうどん
無印良品

272g
消費税込 350円

商品番号 02-54

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。

無印良品がおすすめする商品です

冷凍

五目いなり
無印良品

4個
消費税込 390円

商品番号 12-40

冷凍

ビーフストロガノフ
無印良品

160ｇ（1食分）
消費税込 390円

商品番号 12-41

冷凍

国産黒豚肉入り餃子
無印良品

360g（20個入）
消費税込 390円

商品番号 02-04

冷凍

醤油からあげ
無印良品

240g
消費税込 350円

商品番号 02-05

冷凍

切れ端
スモークサーモン

無印良品

95g 消費税込 290円

商品番号 02-17

冷凍

1枚

冷凍510g×2食 冷凍560g×2食 冷凍240g（2個） 冷凍280g

1枚 1枚

石川県で自家栽培のもち米からつくった六星の餅は、
昔ながらの杵つきでコシが強く、もちもちの食感です。
ほんのり塩を効かせるのが加賀地方の特長です。

辛さを控えていながらも失わ
れない風味は日本三大七味
のひとつに数えられる京都
名物です。

胡麻の香りとプチプチした
食感を活かし、すっきりと
した酸味に仕上げました。
肉料理にもよく合います。

薩摩産本枯節と利尻島天然
昆布のおだしに、本醸造醤油
と本みりんで味を整えました。

各種600g（2～3人前）
（鰹と昆布の合わせだし）

（鶏かさね炊き製法）

（ストレートタイプ）

（ストレートタイプ）

京名物

365ml

NEW

NEW

NEW NEW

NEW

NEW

NEW NEW NEW NEW



※写真はイメージです

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

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

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。

200g 消費税込432円

豚汁や他にも使える
6種の具

咲菜

冷凍食品

100g 消費税込194円

かぼちゃ煮
咲菜

冷凍食品

90g（3個） 消費税込291円

肉団子甘酢あんかけ
咲菜

冷凍食品

70g 消費税込237円

牛肉とごぼう煮
咲菜

冷凍食品

1切 消費税込442円

カレイの煮付け
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〉

咲菜

冷凍食品

無印良品がおすすめする商品です

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

商品番号　02-89

商品番号　02-90

商品番号　02-91

商品番号　02-92

商品番号　02-93

商品番号　02-94

いなり寿司 メイン デリセット

デリ〈野菜ソムリエ先生の原案レシピ〉 デリ

デザート

弁当

※2～3人前のサイズです

※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 MUJIの人気の定番デリです。

甘辛

各100g 消費税込780円

3種のデリ詰め合わせ
商品番号 10-13

○焼きなすとパプリカのバルサミコマリネ
○柿とクリームチーズのポテトサラダ
○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

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。

180g 消費税込580円

かぶのそぼろあん
蒸して甘みを引き出した蕪に、無印
良品の【国産素材を使っただしパッ
ク 煮干しとかつお・昆布】で出汁を
取り鶏のそぼろであんかけ仕立てに
しました。

商品番号 10-20

180g 消費税込580円

焼きれんこんの
和風マリネ
皮つきのれんこん、ごぼう、玉葱を
塩麹で和えて焼き旨みを引き出した
ものに無印良品の【昆布の出汁酢】
でさっぱりと仕上げました。

商品番号 10-21

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

商品番号 10-15

200g 消費税込580円

柿とクリームチーズの
ポテトサラダ

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 

商品番号 10-17

1 切 消費税込450円 1 個 消費税込400円 1 切 消費税込550円

チーズケーキ

商品番号 10-10

本和香糖の焼きプリン

商品番号 10-11

宇治抹茶のケーキ

商品番号 10-18

沖縄県産の本和香糖をつかったやさしい甘さの
焼きプリンです。

豊かな香りと渋みが特長の石臼挽きの宇治抹茶
に、ホワイトチョコレートを加え、濃厚に仕上げま
した。

北海道産のチーズと沖縄県産の本和香糖をつか
い、濃厚にしっとりと焼き上げました。

NEW NEW



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。

約 250ml

小／約幅 20 ～ 22cm用

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

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

60 枚入

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　13-05

商品番号　13-31 商品番号　13-32

商品番号　13-33

商品番号　13-04 商品番号　13-06

商品番号　02-81

商品番号　02-95

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 690 円200ml

消費税込1,190 円

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

日用品

水なしで素早く消毒できる、
手にやさしいジェルです。

化粧水・敏感肌シリーズ

台所用品

200ml 消費税込1,290 円

抗菌スプレー

商品番号　13-19

商品番号　14-04 商品番号　14-05 商品番号　14-06

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120 円
綿棒
商品番号　13-34

商品番号　13-35

200 本入

消費税込100 円
詰替用 綿棒
200 本入

消費税込100 円
携帯用救急絆
商品番号　13-37

商品番号　13-38

10 枚入

消費税込 250 円
救急絆
30 枚入消費税込199 円

生成カットコットン

商品番号　13-36

繊維が長い綿を無漂白のまま
使用しました。

180 枚

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

消費税込 390 円

ポリプロピレン
ラップケース 組み合わせて

使えます
小 消費税込190 円

食品包装ラップ（詰替用）

小 消費税込170 円
アルミホイル

消費税込 99 円

コーヒーフィルター

商品番号　13-30

消費税込 2,990 円

軽量ポケッタブルダウンベスト
婦人M・ライトベージュ
オーストラリア産のふくらみが大きいフィルパワー
750の育成と採取方法を指定した羽毛です。

ダウンの膨らみをあらわす単位、「フィルパワー」。
この値が大きければ大きいほど、保温性にすぐれ、
あたたかく良質なダウンになります。

内ポケットに本体をたたんでしまえるポケッタブル
仕様です。

消費税込 2,990 円

軽量ポケッタブル
ノーカラーダウンベスト 紳士L・黒
オーストラリア産のふくらみが大きいフィルパワー
750の育成と採取方法を指定した羽毛です。

消費税込1,990 円

軽量ポケッタブルダウンマフラー
17×95cm・ダークグレー
片側にある輪にもう片方の端を通すだけで簡単に
着用できます。端からくるくると丸めてポケットに入
れるだけで、コンパクトに収納できます。

外で着る、部屋で着る、
軽量ダウン。
着るというより、あたたかい空気に包まれているような感覚。軽く、ふくらみが
あり、あたたかいのが無印良品のダウンです。シャツなどの上にふわりと羽織
るアウターとして、コートの下に着込むインナーとして、お使いいただけます。
ポケッタブル仕様で小さくなり、持ち運びにも便利です。

ダウンの膨らむ力で、
軽いのに、あったかい
750フィルパワー

コンパクトに持ち運べる
ポケッタブル仕様


