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お届け曜日
お届けエリア

月・火
大津市（琵琶湖南西部地域）

金・土・日
京都市山科区・伏見区醍醐・小栗栖・石田・日野

チラシで選ぶ
※MUJI passportアプリでも
　ご覧いただけます

電話する 届く

お電話一本でご自宅までお届け

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※
※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。

受付時間｜10:00－19:00
配達時間｜15:00－18:00(075)606-1241

無印良品 京都山科のスタッフが
お届けします

ご注文合計
消費税込1,000円以上で

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。

delivery
くらし、つなげる、つながる。

京
都
山
科

4月
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

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・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：
2022年 3月30日 ○チラシ有効期間：2022年 4月1日から2022年 4月 30日まで

※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

※ご注文件数に限りがございます。
※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

4月1日｜金｜－4月30日｜土｜
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

今回は民野先生が教えてくれる、春野菜
をたっぷり使った2つのレシピ。春野菜、
という響きだけでおなかがすいてきませ
んか。 
■春野菜と白身魚のビスク
 「無印良品『ひとり分からつくれる鍋の
素 ビスク』が本格的な味だったのでぜひ

【京都山科】春を詰め込みました
｜いっしょにつくろう

初めての引越し。期待で胸が膨らむ引越し。
本当はわからないことだらけの引越し。
　無印良品のMUJI SUPPORTでは、
これまでもくらしにまつわるお悩みやお
困りごとを解決してきました。そして、こ
の度引越しを迎えるみなさまの助けにな

【京都山科】引越しサポートはじ
まってます｜MUJI SUPPORT

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

※レシピの無断転載禁止

セロリ 120g
薄揚げ 90g
Ａ にんにく（チューブ） 少々
こめ油 大さじ1

Ｂ 醤油と出汁にこだわった めんつゆ※ 
 小さじ2
ガラムマサラ 小さじ1
クミン 小さじ1
ターメリック 小さじ0.5

材料2人分 ※印は無印良品オリジナル商品

セロリと薄揚げの
スパイス炒め

野菜ソムリエの先生がつくる

つくりかた

1. セロリは洗って茎と葉に分けます。茎
は幅1cmにななめ切り、葉は幅2cm
に切ります。薄揚げは熱湯をかけて油
抜きをし、一口大の短冊切りにします。

2. フライパンにＡを入れて弱火で熱し、
香りが出たら手順1を加えて炒めます。

3. 手順2にＢを加えさっと炒めます。

“何でも配達サービス”

森山さんのMUJIデリバリー担当

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

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120cm程度

ご注文は
前日の19時まで

本チラシ掲載品は
当日13時まで

ご注文いただけます

旬の野菜レシピ

春の恵みを存分に。

オードブル
café&meal MUJI

3~4人前 消費税込2,900円 1個 消費税込842円

人気のお惣菜を使った、幅広い世代におすすめ
の愛情たっぷりのお弁当です。

春のお祝いやお花見にぴったりのデリを詰め合
わせたオードブルです。
【内容】唐揚げスイートチリマヨネーズ（8個）れんこんと
豆腐の鶏ハンバーグ（4切）デリ5種（各180g） （レバーと
こんにゃくからしマヨネーズ和え／蒸し鶏と柑橘のサラダ
／さつまいものポテトサラダ／うね乃の出汁の厚焼き玉子
（4切）／3種の豆の玉ねぎ塩麹和え）

愛情たっぷり弁当
（チキン・ヒレカツ・ハンバーグ）

咲菜

1本 消費税込324円

表面はカリっと、
中はもっちりの
フランスパンです。

バゲット
ブーランジェオクダ

亜硫酸塩無添加シリーズ
山形県／高畠ワイナリー

1本（720ml）消費税込1,740円

シャルドネ 2021
白ワイン・辛口・13%

1本（720ml）消費税込1,520円

赤ワイン・ライトボディ・12.5%
マスカットBA 2021

商品番号 10-34 写真はイメージです 商品番号 09-24

商品番号 06-27

商品番号 06-25

商品番号 06-26



消費税込 460円

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。

京都・水尾の

柚子ぽん酢

1本
（220ml）

商品番号 12-43

消費税込 460円1本 （220ml）

京都・丹後産金ごまの「すりごま」と「煎りごま」
を合わせることで風味豊かに仕上げました。
たれとしても、ドレッシングとしても毎日の食卓
に幅広くお使い頂けます。

京都・丹後の

焙煎金ごま

商品番号 12-76

無印良品 京都山科で生まれました

冷凍

京丹後は“薬膳、薬味の里”とも言われて
おり、ごまを育てるのに適した環境です。
その一方で、国内で流通しているごまのほと
んどは輸入で、自給率は0.1％だと言われて
います。
そんな貴重な国産の金ごまを使って、1883
年創業以来小さな小さなごま粒と向き合って
きたごまの専門店「株式会社和田萬」と、京
都・山科に工場を構えるソース屋『オジカソー
ス工業』さんにご協力いただき、幅広くお使
いいただけるごまだれを開発しました。

無印良品 京都山科では、地元の農家さんや企業といっしょに、地域の素材を生かした商品を開発しています。

消費税込 480円
1枚

〈牛すじこんにゃく入り〉

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
ねぎ焼き

商品番号 12-04

※写真はイメージです

おまかせフルーツセット
果物担当の和田さんが、今おすすめのフルーツを選んで
セットにしてお届けします。4月の旬の果物はりんごやい
ちごなど4～5種類のフルーツをお届けします。美味しい
フルーツで旬を楽しんでください。

（4～5種類） 消費税込2,000円

野菜・果物・日配食品・グロッサリー　

消費税込2,000円（3～5人家族向け） 消費税込1,200円（2～3人家族向け） 

季節のおまかせ野菜セット
春キャベツや菜の花といった春のお野菜を入れてお得なセットにしてお届けします。
産直のお野菜などその日のおすすめ野菜をお持ちする為、内容はお任せください。
もし、苦手なお野菜などあればご注文の際にお申し付けくださいね。

※写真は3～5人家族向けセットの一例です

※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。

2玉パック

消費税込598円

フジりんご
青森県産他

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 消費税込 420円

しっぽくそば
冨美家

1パック 消費税込 432円

大袋 食べるスープ
オクラ入り
ねばねば野菜のスープ

10食 消費税込 799円

北海道根釧
よつ葉牛乳

よつ葉

1000ml 消費税込 270円

みずほのおたまさん

1パック
（10個入） 消費税込 280円

素材を生かしたカレー
バターチキン

180g
（１人前）

180g
（１人前）

300g
（１人前）消費税込 350円

素材を生かしたカレー
プラウンマサラ
（海老のクリーミーカレー）

消費税込 350円

素材を生かした
牛ばら肉の
大盛りカレー

消費税込 350円

3kg 消費税込 2,100円

国産100%
わたしのもち麦

神明

800g 消費税込 600円

バターロール
ブーランジェオクダ

5個入 消費税込 302円

よもぎパン
ブーランジェオクダ

3個入 消費税込 227円

京北産 コシヒカリ
京都ファーム

手作り油揚げ
久在屋

ミニ １枚 消費税込 237円

天然水2L
サントリー

1本 消費税込 128円

1箱（6本入）消費税込 768円

山食パン

角食パン

ブーランジェオクダ

5枚切 消費税込 378円

5枚切 消費税込 324円

大 １枚 消費税込 388円

1房（4～5本）

消費税込348円

有機バナナ
ペルー産

2玉パック

消費税込628円

不知火
長崎県産他

『あ・赤い』『ま・丸い』『お・大きい』
『う・美味い』が特長のあまおうをお
楽しみください。

あまおういちご
福岡県産

1パック 消費税込1,280円

中島さんの
ヨーロピアンリーフミックス

大阪府産 ※写真はMサイズです

Lサイズ 消費税込598円

Mサイズ 消費税込398円

2,000円以上が
入ってお得です商品番号　01-08 商品番号　01-09 商品番号　01-18

商品番号 12-48

商品番号 02-02 商品番号 02-03

商品番号 06-24

商品番号 02-68

商品番号 02-51

商品番号 02-58

商品番号 12-67

商品番号 12-34

商品番号 02-01

商品番号 02-39 商品番号 02-20商品番号 02-19

商品番号 12-46

商品番号 12-68

商品番号 12-69

商品番号 02-09

商品番号 02-10

商品番号 02-13 商品番号 02-71

1玉 消費税込298円
商品番号 05-08

輸入のイメージの強いグレープフルーツ、
国産は全流通量の0.1％と言われています。

輸入物だと、輸送中に水分が抜けていき
ますが、国産の場合は樹上で完熟させて
出荷されますので、ナイフをいれると果汁
があふれ出ます。

しっかりとした酸味の中に、甘みが感じられ、
果汁の味が濃いのが特徴です。

「緑の里りょうくん」
国産グレープフルーツ

商品番号 05-10

宮崎県産

商品番号 03-28

商品番号 03-27

商品番号 02-72

4月中旬に販売を開始します。詳しくはお電話でご確認ください。



要調理冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

冷凍

要調理冷凍

冷凍 冷凍

要調理冷凍

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。

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・冷凍食品

（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。※安全の為、冷蔵で配達致します
数量限定につき、品切れの場合はご容赦ください。

消費税込583円

酢豚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、りんご、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

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

漬け野菜食べ比べセット

消費税込366円 消費税込580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。

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

3個入
消費税込540円

ロールキャベツ
NIKUO

100g

消費税込194円

かぼちゃ煮
咲菜

90g（3個）

消費税込291円

肉団子甘酢あんかけ
咲菜

70g

消費税込237円

牛肉とごぼう煮
咲菜

1切

消費税込442円

カレイの煮付け
咲菜

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

5個入 消費税込598円

ちりめん山椒入
いなり寿司

200g
消費税込432円

豚汁や他にも使える
6種の具

咲菜

無印良品

醤油からあげ

消費税込 350円240g

国産の鶏むね肉を醤油とにんにく、生姜で漬け込
み香ばしく仕上げました。化学調味料を使わず、素
材本来の味わいを生かしています。

無印良品

うなぎ巻き

消費税込 590円1本（8切れ）

鹿児島県産うなぎのかば焼きを、甘めのたれで炊い
たごはんで巻きました。手軽に食べられるようあら
かじめカットしました。

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。

※セットの内容は日によって異なります。

消費税込 1,080円

厳選干物 3枚
写真は「真あじ」「真ホッケ」「笹がれい」ですが、
週によって内容が異なります。詳しくはお電話
でご確認ください。

国産黒豚肉入り餃子
無印良品

360g（20個入）
消費税込 390円冷凍

商品番号 02-04

商品番号 12-44

かきあげうどん
無印良品

272g

消費税込 350円冷凍

商品番号 02-54

切れ端
スモークサーモン

無印良品

95g

消費税込 290円冷凍

商品番号 02-17

商品番号 12-51

商品番号 02-89

商品番号 09-19

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

 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。

豚肉と野菜の
ガーリックソース炒め

商品番号 11-01

鶏肉の煮込み
デミグラスソース

商品番号 11-02

焼き野菜と
タンドリーチキン

商品番号 11-03

鶏肉のタイ風
ココナッツミルク煮

商品番号 11-04

鶏肉とカリフラワーの
レモン煮

商品番号 11-05

彩り野菜と鶏肉の
トマト煮込み

商品番号 11-06

さわらの
トマトバジルソテー

商品番号 11-07

えびと彩り野菜の
レモンソテー

商品番号 11-08

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

白身魚の中華風蒸し煮

商品番号 11-10

白身魚のアクアパッツァ

商品番号 11-11

たことブロッコリーの
アヒージョ

商品番号 11-12

鶏肉とねぎの山椒焼き

商品番号 11-13

鮭のバジルソテー

商品番号 11-14

たこのアンチョビトマト煮

商品番号 11-15

（105g～185g）

冷凍

商品番号 09-22 商品番号 09-17

商品番号 09-07 商品番号 09-18

商品番号 09-25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 商品番号 09-02

商品番号 09-10 商品番号 09-11

商品番号 02-05 商品番号 07-26



アレンジレシピデリ
〈野菜ソムリエ先生の原案レシピ〉

野菜ソムリエの先生に考えていただいた無印良品の商品
と旬の野菜を使った料理のレシピは無印良品京都山科
の地下1階キッチンカウンターで、配布しています。

南山城村
京都でたったひとつの村、南山城村。
山に囲まれ、中央に木津川が流れる自然豊かなところで
山間部の傾斜地を利用した茶園が盛んです。

5個以上のご注文は前日までにお伝えください

デリ

デザート コーヒー

※小は1人前、大は2～3人前のサイズです

※生クリームはついていません

デリセット アレンジレシピデリ

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。

4月25日から4月30日まで
新メニュー準備の為MUJI deliveryではご注文いただけません。
あしからずご了承いただきますようお願い申し上げます。

※小は1人前、大は2～3人前のサイズです

小80g 消費税込290円

大 180g 消費税込580円

たけのこのペペロンチーノ

各100g入 消費税込780円

3種のデリ詰め合わせ B
○京東寺うね乃のおだしの厚焼き玉子
○蒸し鶏と柑橘のサラダ
○3種の豆の玉ねぎ塩麹和え（アレンジレシピデリ）

こちらのメニューには山椒と唐辛子が含まれており
ます。

各100g入 消費税込780円

3種のデリ詰め合わせ A
○レバーとこんにゃくのからしマヨネーズ和え
○蒸し鶏と柑橘のサラダ
○さつまいもと北あかりのポテトサラダ

3個 消費税込300円

唐揚げ
スイートチリマヨネーズ

さつまいもと北あかりの
ポテトサラダ

レバーとこんにゃくの
からしマヨネーズ和え

7個 消費税込680円

小 90g 消費税込290円

大 200g 消費税込580円
小 80g 消費税込290円

大 200g 消費税込580円

小 85g 消費税込290円

大 180g 消費税込580円

蒸し鶏と柑橘のサラダ

お茶にしましょう。

長巻ダブル

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

毎日つかうもの。

約250ml 消費税込390円

食器用洗剤

消費税込299円

ウレタンフォーム
三層スポンジ 3個入

消費税込150円

キッチンペーパー

消費税込290円

ティシューペーパー
薬品を使用していませんので
多少のごわつきがある素朴な
風合いです。

3個組 

60組
（120枚入）

消費税込199円

生成カットコットン
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

卓上用
ティシューペーパー
薬品を使用していませんので
多少のごわつきがある素朴な
風合いです。
3個組

60枚入 消費税込 99円400g 消費税込 999円

400g 消費税込 799円
コーヒーフィルター

オーガニックコーヒー 粉（お徳用）

オリジナルブレンド

カフェインレス

400g 消費税込 450円

400g 消費税込 390円
ラテ用ブレンド

カフェインレス

400g 消費税込 390円

400g 消費税込 390円

オリジナルブレンド

ダーク

オーガニックコーヒー ドリップ

各種4gｘ10個入 消費税込 810円

芳しい香りを再現するため砂炒り
焙煎したほうじ茶と、うま味が特
長のかぶせ茶のティーバッグです。

南山城村 ティーバッグ
かぶせ茶
ほうじ茶

大袋 醤油せんべい
無印良品

10枚 消費税込 299円
カフェインレス アールグレイ
無印良品

20g（2g×10袋） 消費税込 390円 245g 消費税込 299円 125g 消費税込 297円
大袋 ぶどうのクッキー
無印良品

豆かんてん
柳澤商店

地大豆の豆乳ドーナツ
AMAIMON KYUZAYA

各種 1個 消費税込 190円
プレーン チョコ 大袋 きなこもち入りトラ焼き

無印良品

4個 消費税込 299円 34枚 消費税込 299円147g 消費税込 299円
2種のパイミックス
無印良品

大袋 いちごのジャムパイ
無印良品

1切 消費税込450円

チーズケーキ
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。

1個 消費税込400円

本和香糖の焼きプリン
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。

1個 消費税込200円

バタークロワッサン
たっぷりのバターを包んだクロワッサン
を店内で当日焼き上げております。

まろやかな口あたりと雑味の
ないクリアな味わいが特長の
小川珈琲のブレンドです。

1パック 消費税込150円

ドリップバック

商品番号 10-35

商品番号 10-13商品番号 10-12 商品番号 10-36

商品番号 10-37

商品番号 10-38

商品番号 10-28

商品番号 10-29

商品番号 10-04

商品番号 10-31

商品番号 10-02

商品番号 10-30

甘辛

ピリ辛

商品番号 12-59
商品番号 12-60

商品番号 12-71商品番号 12-70 商品番号 12-72 商品番号 12-73

商品番号 13-30

商品番号 12-65

商品番号 12-66

商品番号 12-63

商品番号 12-64

商品番号 12-61

商品番号 12-62

商品番号 12-54

商品番号 12-56

商品番号 10-10 商品番号 10-11 商品番号 10-32

商品番号 10-33

商品番号 02-81

商品番号 02-95

商品番号 02-79商品番号 02-78商品番号 13-45

商品番号 13-43 商品番号 13-36商品番号 13-44

商品番号 12-55

商品番号 12-75商品番号 12-74


