
無印良品 京都山科のスタッフで結成した「そう
じ部」は、2021年より山科地域の清掃を始め、
これまでに50回の活動を行ってきました。今
回は山科区のイベントと清掃活動を行います。
ゲストには京都橘大学の「えしかるず橘」も参
加します。前日からの竹ぼうき作りのワークシ
ョップなどを通してこの清掃活動を広げていき
たいと思います。お近くにお住まいの方もそう
でない方も、ホテル山楽に集まって私たちと一
緒に掃除をしませんか。

無印良品 京都山科
発見祭のイベントスケジュール

［土］4 ［日］5
キテミテアルク

リメイクパーラー

中嶋農園について
京都伏見の地で約 100年農業を営まれている
中嶋農園さん。農業を通じて地域を元気にす
べく、社会貢献活動にも積極的に取組まれて
いらっしゃいます。6月25日には「さつまいも
栽培体験」のイベントも実施します。
※詳しくは25日の欄をご覧ください。

副産物産店（矢津吉隆 + 山田毅）
アーティストのアトリエから出る魅力的な廃材
を"副産物 "と呼び、回収、販売する資材循環
プロジェクト。作品の制作過程で副次的に生
まれてくる"副産物 "は、アトリエの片隅に置か
れいずれは捨てられる運命にあったモノたちで
す。京都を拠点に活動。

参加費：500円

参加いただいた先着30名様に無印良品の軍手を
プレゼントします。

無印良品のTシャツ（白）をご購入（390円（子
ども用）、990円）、またはご持参いただき、アト
リエなどから出る廃材でつくるブローチやシル
エット転写で自由にアレンジいただくワークシ
ョップです。「副産物産店」の方々と一緒に、T
シャツのリメイクをお楽しみいただけます。

Re:MUJI商品の展示販売

無印良品は2010年から長い間大切にされた服
を回収し資源としてエネルギーにかえる取り組
みを行ってきました。そのなかで手を加えるこ
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。

10：00～17：00

エシカルワークショップ

京都伏見の農家、中嶋農園の方から教わる、
国産竹の手ぼうき作りのワークショップを開催
します。お子様とご一緒に参加いただけます。

山科区2万人まち美化作戦

10：00～16：00（最終受付） 常時受付 

「山科」駅地下道 音の広場
1F open MUJI（エシカルワークショップのみ）

無印良品 京都山科横「ホテル山楽」
1階エントランス前集合

10：00～17：00 常時受付

お客様のライフスタイルに合わせた洋服選びをシルエット、カラー、サイズなどからアドバ
イスします。「どうやって着こなしたら良いかわからない…」というお客様にぴったりの着
こなし術から、ワードローブの整理のお手伝いまでアドバイスします。

【スタイリング大相談会】じぶんにぴったりの服を発見しよう

無印良品のスタイリングアドバイザー

普段の着こなしのお悩み解決から、新
しい着こなし探しのお手伝いまでアド
バイザーがご提案します。普段の相談
会では実施していない、お手持ちの服
と無印良品の服の組み合わせでのスタ
イリングも承ります。気に入っているけ
れど着こなし方に困っている服はあり
ませんか？この機会にご相談ください。
※お持ちいただく服は相談会の時間の
都合上、1点に限らせて頂きます。

9：00～

アプリでお申し込み

アプリで事前にお申し込みが必要です。お申し込み
方法は25日のイベント情報の下部を御覧ください。

アプリでお申し込み マークがついているイベントは、

※数量限定です

相談無料

［土］4 ［日］5 衣服売り場［土］11 ［日］12
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6月3日 金 　6月26日 日
6月の無印良品はいつもとすこし違います。MUJI passport 新規登録で
マイル3倍、店舗ごとに異なる多種多様なイベントなど、無印良品をより身近に
感じていただく企画がたくさん。知らなかった無印良品を見つけに来てください。

掲載内容は予告なく変更する場合がございます。あしからずご了承くださいませ。
最新情報はMUJI passport アプリを御覧ください。

無印良品の美味しさを発見

お店のスタッフが、商品のわけをお伝えしながら、期間中毎週末
試食会を開催します。

大試食会

発見祭開催中のイベント 

環境への取り組みを発見

店頭で水ボトル・マグを購入された方、またはお持ちの水ボトル
やマイマグをご持参いただいた方に、オリジナルステッカーをプ
レゼントします。※なくなり次第終了となります。

オリジナルステッカー プレゼント

商品アレンジの楽しさを発見

刺繍家千葉美波子(クロヤギシロヤギ）氏によるオリジナル刺
繍図案の無料配布を行います。また、SNSでは無印良品の商品
を使ったアレンジ投稿キャンペーンを実施します。

刺繍アレンジ企画

MUJI passportで発見

発見祭期間中、MUJI passportアプリを初めてダウンロード
し、お買物いただいたお客さまにマイル3倍キャンペーンを実施
します。

マイル3倍

3 貯まります

倍

ご購入金額に応じて
MUJIマイルが通常の



自然と触れ合う つながる、つながる

元花屋さんのスタッフが行うミニブーケづくり
のワークショップです。
京都の花市場で働く方をおむかえして普段聞
けない市場の話を聞くことができます。

目的じゃなかったものを買って帰
ってください。その日を思い出す
ための素敵なお土産となります。

伝統的な保存技術を現代の食卓に応用
することを日々探究し保存食を開発。旬
の食材をつかったお弁当を販売予定。

修美社の培った経験をもとに
無料相談窓口を開きます。オリ
ジナル紙雑貨の販売も有り。

山科・清水焼団地で「生活に寄り
添う器」をコンセプトに、職人の
手作業によるシンプルな造形で多
彩なアイテムを展開しています。

京都・亀岡から季節のお野菜を
ご用意します。よろしくお願い
します。

宇治市にある佐原農園は京の
伝統野菜のひとつ「伏見甘長と
うがらし」を販売してくれます。

参加費：1,000円 ※6歳以上でご参加可能です

［日］12
お花のワークショップ

①11:00～②14:00～ 各回1時間程

小さな手のひらサイズのカンナや、紙やすりを
使って、シンプルで使い勝手の良いバターナイ
フを作ります。材料は京北のサクラの木です。

［土］11
バターナイフをつくろう

10：00～16：00 常時受付

無印良品 京都山科では、地域の出店者による食品・特産品の販売や、マルシェやワークショップの
開催など、マチとヒトとモノをつなげるイベントを開催しています。地元の農家さんや本屋さん、旬
をとどめた保存食。山科生まれの紙屋さんと行うワークショップなど、見て、触れて、食べて、話して
楽しめる2日間です。

つながる市

10：00～18：00

出店者紹介（出店日は店ごとに異なります。詳しくはアプリのイベント欄（無印良品 京都山科）をごらんください）

and more...

ホホホ座浄土寺店 保存食LAB 修美社おもしろ印刷相談室

TOKINOHA 柴田ファーム 佐原農園

数量限定の観葉植物を11日・12日に販売しま
す。植物好きなスタッフが育て方のコツもお伝
えしますので是非お気軽にお立ち寄りください。

限定グリーンの販売

10：00～20：00

村田農園のパールコーン／焼きパールコーンの販売

京都久御山町で京の伝統野菜など多
種多彩の野菜をつくる「村田農園」は、
代々継承してきた京都の伝統農業を大
切に、新しいものとの融合にチャレンジ
している農家さんです。「パールコーン」
という白いとうもろこしは、そんな村田
農園のオリジナル野菜。今回のつなが
る市ではパールコーンを始めとした野
菜の販売と、青果売り場では「焼きパー
ルコーン」を数量限定で販売します。

［土］18 ［日］19
心地良いってなんだろう

弦楽と電子ピアノを用い、無印良品でお馴染み
のアイリッシュ音楽などの演奏を行います。

［土］18
100万人のクラシックライブ

①14：00～14：30 ②15：00～15：30

無印良品の収納家具「スタッキングシェルフ」
や「パルプボードボックス」に取り付けられる、
「FLAP」を手づくりするWSです。いつもはな
い色や柄を選べるちょっと特別な機会をお楽
しみください。

自分でつくるFLAP

FLAPとは

無印良品 京都山科と&PAPERSの交流の中
で生まれた、オープンシェルフにすぐ取り付け
られる、紙でつくった扉式の棚カバーです。

素材を自らカスタマイズする楽しさに注目して
ほしい、というコンセプトで、紙をはじめ様々
な製品のデザインを手掛ける、京都発のペー
パープロダクトブランドです。

講師：&PAPERS

①13:00～②15:00～ 各回2時間程 11：00～12：30※予定

掃除をテーマに、毎日使っている掃除用品や、手軽にできる掃除について、掃除のプロや地元でお
店をされている掃除自慢の方々をお招きし、ご参加いただいた方と一緒に、クイズや雑談を交え、改
めて、掃除について話し合う、参加型のトークイベントです。無印良品の掃除用品の開発担当者が
開発の背景などをお話し、普段使用いただいている方の感想、ご意見をいただき、今後のモノづくり
を一緒に考えていくイベントを実施予定です。

「リアル IDEA PARK」―トークイベント

さつま芋のさし苗、10月には植えたさつま芋の芋ほり体験ができるワークショップです。スーパー
などで販売されている野菜たちはどうやって、私たちの元へ届くのでしょう。中嶋農園のみなさんに
教わりながら、土に触れて、苗を観察して、生産者さんとのお話を楽しみませんか。

中嶋農園「さつまいも栽培体験」

10：00～12：00

［土］25

ヴァイオリン：大橋ひさ

ピアノ：小野 文（あや）

アプリでお申し込み 参加費：2,000円

アプリでお申し込み

アプリでお申し込み

アプリでお申し込み

参加費：大人1人2,500円／子ども1人500円

参加費：スタッキングシェルフ用 1枚3000円～　
パルプボードボックス用 1枚 2700円～

について
MUJI passport アプリで「無印良品 京都山科」をフォローして、
イベント情報画面からお申し込みください。 フォローはこちらから→

1階 open MUJI 店内各所 1階 open MUJI

ラクト山科SC内
アトリウム広場

1階 open MUJI

講師：山の家具工房

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 大型家具・家電／衣料品／収納用品／寝具／照明2F
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
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Café&Meal MUJI


