
年末の大掃除は毎年恒例の大仕事。
気持ちよく新年を迎えるために、
家族が助け合うひとときでもあります。
楽しくいつもより念入りにお掃除しませんか。

300g 消費税込390円重曹
600g 消費税込390円詰替え用

12月29日｜水｜限り

12月29日｜水｜・30日｜木｜・31日｜金｜限定

国内産

消費税込850円

黒毛和牛
モモ切落し

 消費税込950円→
100g当たり

AMAIMON KYUZAYA

10%OFF

10%OFF

豆乳生クリーム
ロールケーキ〈チョコ〉

 1個 消費税込398円→

国内産 黒毛和牛 モモブロック
消費税込880円 100g当たり 消費税込1,080円→

咲菜

1食 消費税込540円→

石巻女川産銀鮭と玉子の2色丼
消費税込500円

国内産鶏肉甘辛チキン弁当 /国内産鶏肉鶏チリソース弁当 /
国内産鶏肉酢鶏弁当 /国内産鶏肉みぞれ竜田弁当

鶏肉専門店がつくる お弁当4種

鶏そぼろ焼きそば /牛すじ焼きそば
ビフテキ＆カルビ丼 /焼肉丼 /牛すじぼっかけ丼

ロマン亭がつくる 焼きそば2種 /丼3種

12月30日｜木｜限り

国内産 黒毛和牛 モモすき焼き用
消費税込980円  100g当たり 消費税込1,080円→

1食 消費税込594円→

咲菜

消費税込500円

唐あげ温玉丼

国内産 黒毛和牛 カタしゃぶしゃぶ用
消費税込980円  100g当たり 消費税込1,180円→

ロイヤルチキンまるとく

ロイヤルチキンまるとく

鶏肉もも肉八幡巻き
1個 消費税込626円

AMAIMON KYUZAYA

10%OFF 1個 消費税込398円→ 10%OFF 1個 消費税込345円→

AMAIMON KYUZAYA

豆乳生クリームロールケーキ〈キャラメル〉

12月31日｜金｜限り

国内産

国内産

黒毛和牛 モモしゃぶしゃぶ用
消費税込980円   100g当たり 消費税込1,080円→

ブーランジェオクダ

1パック 消費税込450円

OH!
みそカツサンド

黒毛和牛 カタロース切落し
消費税込980円

咲菜

対象商品が通常価格より

焼肉丼
消費税込500円1食 消費税込594円→

豆乳生クリームロールケーキ〈プレーン〉

健やかな年を迎える準備に
無印良品 京都山科

大掃除も、小掃除も。

ほっとひと息、おいしいものを。

天然由来の洗剤用品 新年、新調したいもの あたたかく眠るための準備

各種 約560ml　消費税込490円
衣類用洗濯洗剤 /柔軟剤

各種 約500ml　消費税込390円
詰替え用

消費税込450円屋外用ほうき
消費税込590円屋外用ちりとり

消費税込190円
軽量ショートポール

400ml　消費税込490円
バス用洗剤

消費税込199円
ウレタンフォーム三層バススポンジ

約7.5L　消費税込490円
ポリプロピレンバケツ・フタ付

アルミ壁面用ハンガー

消費税込990円 消費税込790円

脇に縫い目のない
天竺編み2枚組Ｔシャツ

消費税込890円

ポリプロピレン歯ブラシ
極細毛 /5本セット

200ml 消費税込2,490円 消費税込39,900円～

ホホバオイル グレー羽毛掛ふとん
二層式 各種

狭い隙間に丁度いい幅のダスト
ボックスです。フタ（別売）は横
開き、縦開きをお選び頂きます。
フタを使用しない場合はすっき
りとした形状になるようにこだ
わりました。

ポリプロピレン
フタが選べるダストボックス

消費税込1,290円大 /袋止付

消費税込990円小 /袋止付

ポリプロピレン
フタが選べるダストボックス用フタ
縦開き用 /横開き用

各種 消費税込390円
ワイヤーの取り付け位置を変え
ることで、ダンボールストッカー
としても使えるごみ袋ホルダーで
す。移動に便利なキャスター付
き。使用しないときは、折りたた
んでコンパクトに収納出来ます。

コンパクトな屋外用ほうきとちりとり
です。単体でも掃除用品システムポール
と組み合わせても使用できます。

重曹をそのまま振りかけられるボトルに入
れました。油汚れの分解や、茶渋・焦げなど
の研磨、消臭に。

ステンレスワイヤー
たためるごみ袋ホルダー 

消費税込2,990円
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京都山科
のおたより

にて

1月1日

B1F惣菜売場

無印良品 京都山科

「みんなで掃除をしませんか？」というスタッフからの呼びかけ
でこの夏に発足しました。まずはラクト山科のまわりの歩道か
らスタート。今後は山科地域で活動の輪を広げていきます。

「そうじ部はじめました」



栽培契約を結んだ滋賀県
の羽二重もち米だけでつ
くったこもちです。毎朝つ
きたてをお届けします。

石野味噌が銘水「石井筒」
と厳選された国産原料の
恵みにより醸し出した白
味噌です。

自家栽培のもち米からつ
くった丸餅は、昔ながらの
杵つき餅で、コシが強く、
もちもちの食感です。
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鈴廣

和歌山県産他

アメリカ産

170gｘ2　消費税込1,468円

蒲鉾の形が日の出に似ているこ
とからおせちに用いられます。

御蒲鉾招福 紅白セット
西利

100g　消費税込691円

薄く切った聖護院かぶらを北
海道の昆布で漬けこみました。

千枚漬
冨美家

1人前　消費税込561円

コシのある生そばです。ニシン
の風味がお出汁に広がり、そば
と良く合います。

晦日にしん福そば
漬け野菜 isoism

1セット　消費税込900円

お好きな漬け野菜3種が選
べるセットです。

3種セット

 消費税込980円→無

品
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18貫　消費税込3,000円
本まぐろ入り海鮮握り鮨

　消費税込7,980円

とらふぐのプリプリの食感
をお楽しみください。焼きふ
ぐやからあげでもおいしく
お召し上がりいただけます。

とらふぐてっちり用
［養殖］

　消費税込2,980円

新鮮さが美味しさの決め手
のズワイガニは、しゃぶしゃぶ
でお楽しみください。

生切りズワイガニ
しゃぶしゃぶ用
［冷凍］

10貫　消費税込1,580円

220ml　消費税込460円

大トロ・中トロ入り握り盛合せ〈極〉
10貫　消費税込1,280円

握り鮨盛合せ〈寿〉
100g当たり　消費税込1,480円

お刺身用生本まぐろ中トロ・冊
［養殖］

六星

880g　消費税込1,134円

六星の農家もち
かなだや

10個　消費税込698円

こもち
石野味噌

500g　消費税込1,728円

石井筒

年末年始の
わが家の定番

○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12月27日○チラシ有効期間：2021年12月27日から2021年12月31日まで

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

大型家具・家電／衣料品／収納用品／寝具／照明2F

無印良品 京都山科
／Café&Meal MUJI［1F］

菓子／ハウスウェア／ヘルス＆ビューティ／ステーショナリー／子供服1F
 青果／精肉／鮮魚／グロサリー／フードコートB1F

年末年始の営業時間
12月30日
12月31日
1月1日
1月2日
1月3日

｜木｜
｜金｜
｜土｜
｜日｜
｜月｜

10:00-20:00
10:00-18:00
休業
10:00-18:00
10:00-20:00

MUJIデリバリー含む
ご自宅までお届けします

年越し準備のまとめ買い
重たい、かさ張る食料品

12月29日から31日までの期間中、地下1F食品フロアにて消費税込10,000円以上お買い上げ
の方でご希望される場合、その日のうちにご自宅（山科区内に限る）までお届けいたします。
※先着順で各日5名様限定のサービスです。

京都・水尾の 柚子ぽん酢

消費税込1,500円

お鍋にするとおいしい野菜を
ジュートマイバッグに入れて販
売します。新商品の水尾の柚
子ぽん酢でお召し上がり頂くと
野菜の味が一層際立ちます。

オレンジ白菜半切 /白ねぎ/水菜
/えのき茸 /しいたけが入ります

鍋野菜セット

〈京都・水尾の柚子ぽん酢〉入り

ジュートマイバッグに入った無印良品京都山科で生まれました

京都の水尾地域で栽培された柚子
を丸ごとすりおろしました。
果皮由来の濃厚な香りとうまみ、
後味のほのかな苦味が特長です。

1尾（約2人前）

430g

12月27日・28日限り

12月28日-31日限り

嵯峨水尾は限界集落に認定されているほどの小さな集落で
すが、京都で唯一の柚子の産地でもあり、日夜の寒暖差に
よって皮を含めた濃厚な香りと上品な甘みが特長の柚子が
育ちます。京都のみなさまに、おいしい京都の柚子ぽん酢を
お楽しみいただきたいとの思いで商品化が実現しました。


