
ネスカフェ アンバサダー「スマイル オンデマンド便」取り扱い商品一覧
※一部掲載していない商品もございます。 ※実際の商品パッケージと画像が異なる場合がございます。 ※すべての情報は2021年1月22日時点のものであり、変更になる場合がございます。

レギュラーソリュブルコーヒー（コーヒーカートリッジ）

ネスカフェ ゴールドブレンド
エコ&システムパック 120g

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め
エコ&システムパック 120g

ネスカフェ ゴールドブレンド 香り華やぐ
エコ&システムパック 120g

ネスレ ブライト（クリーマー）

ネスレ ブライト 110g
(バリスタ デュオ対応)

ネスレ ブライト スティック 5.5ｇ×8本入り

ネスレ ブライト スティック
ハニーラテ用 6.5g×7本入り

ネスレ ブライト スティック
ショコラテ用 6.3g×7本入り

ネスレ ブライト スティック
キャラメルラテ用 6.6g×7本入り

ネスレ クレマトップ ポーション 20個

ネスカフェ ボトルコーヒー

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め 甘さひかえめ
900ml ×12本

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め 無糖
900ml ×12本

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め カフェイン
レス 無糖 900ml ×12本

ネスカフェ エクセラ 甘さひかえめ
900ml ×12本

ネスカフェ エクセラ 無糖
900ml ×12本

ネスカフェ エクセラ 超甘さひかえめ
900ml ×12本

ネスレ ココア ネスティー レモン

ネスレ レモネード ミックス

ネスレ ココア 180ｇ ネスティー レモン 200ｇ

ネスレ レモネード ミックス 20本入り
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スターバックス

抹茶 ラテ 6杯分

ハウス ブレンド 60杯分

ハウス ブレンド 12杯分

ラテ マキアート 30杯分

ラテ マキアート 6杯分

カプチーノ 6杯分

ハウス ブレンド 60杯分

キャラメル マキアート 6杯分ライトノート ブレンド® 12杯分

ブラックコーヒー

アメリカーノ リッチアロマ 60杯分

オリジナルブレンド 16杯分

レギュラーブレンド カフェインレス 16杯分

レギュラーブレンド(ルンゴ)マグナムパック 30杯分

ロースト ブレンド(ルンゴ インテンソ) 16杯分

リッチブレンド マグナムパック 30杯分

レギュラーブレンド（ルンゴ） 16杯分

メキシコ チアパス 12杯分

リッチブレンド 16杯分

エスプレッソ インテンソ 16杯分

コロンビア シエラネバダ 12杯分

コールドブリュー 12杯分

アイスコーヒーブレンド 16杯分

モカブレンド 16杯分
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ラテ

アイスカフェオレ 16杯分

カフェオレ リッチアロマ 60杯分

カフェオレ マグナムパック 30杯分

フラットホワイト 16杯分

ラテ マキアート 8杯分

カプチーノ 8杯分カフェオレ 16杯分

ティー ・ ココア

ミルクティー 16杯分

チョコチーノ 8杯分

宇治抹茶ラテ 8杯分

宇治抹茶 16杯分

濃い抹茶 12杯分
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とろけるようなチョコレートの風味
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スティック ミックスタイプ
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チョコレート

キットカット ミニ 15枚

キットカット ミニ オトナの甘さ 14枚

キットカット ミニ オトナの甘さ 抹茶 14枚

キットカット ショコラトリー ホワイト 1本

キットカット ショコラトリー ルビー 1本

キットカット ショコラトリー 抹茶 1本

キットカット ショコラトリー ロー 1本

キットカット ショコラトリー モレゾン 1本

エアロ ミニ 81g

ネスレ ダマック ゲージェ スクエア 1枚

ネスレ ダマック バー 1枚

キットカット 毎日のナッツ＆クランベリー 86.8ｇ

キットカット 毎日のナッツ＆クランベリー
ルビー 68.2ｇ

キットカット ショコラトリー ミルク 1本

キットカット ショコラトリー ビター 1本

キットカット ミニ オトナの甘さ 濃い抹茶 13枚

キットカット ミニ 840g  約85枚

クランチ ミニ 82.8g

カイエ ナポリタン 250g 
＜チョコレート・準チョコレート＞

ネスレ ダマック スクエア 1枚

お菓子

チーズアーモンドビスコ ミニパック

ハッピーターン（小袋）

ムーンライト

粒より小餅

バームロール

6袋ミックスナッツ

龍角散ののどすっきり飴 スティック

ホームパイ 40枚

小麦胚芽のクラッカー

ポテトチップスクリスプ うすしお味

ポテトチップスクリスプ コンソメパンチ

ミンティア ワイルド&クール

ミンティアブリーズ リフレッシュブルー
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マギー

日清食品

カップヌードル

カップヌードル シーフードヌードル

カップヌードル カレー

カレーメシ ビーフ

アサヒ
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ＦＡＮＣＬ

ペリエ

１日分のケール青汁(30本入り) ウコン革命EX

シュガー・カップ・マドラー

ネスカフェ 8オンス カップ
（285ml）50個

ネスレ 8オンス パルプリッド 50個

スティックシュガー 100本

マドラー 210本
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