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※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9月28日時点のものであり、変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

INDEX

ネスレ通販
「定期お届け便」取り扱いカテゴリー一覧

クリーマー_ブライト……P.3 ▼コーヒーカートリッジ お菓子・スナック P.9

ボトルコーヒー

キットカット・
クランチ・エアロ

ネスキーノ

ミロ・マギー・
その他食料品

クリーマー_ブライト ポーションコーヒー・ティー

スティックコーヒーなど

ドルチェ グスト カプセル

ネスプレッソ カプセル

スターバックス

▼

P.10 ▼

P.11 ▼

P.13 ▼

P.16 ▼

P.19 ▼

P.2 ▼

P.3 ▼

P.4 ▼

P.5 ▼

P.6 ▼

P.7 ▼



ー P.2 ー

レギュラーソリュブルコーヒー 「挽き豆包み製法」で淹れたての豊かな香りとコーヒー本来の味わい

ネスカフェ ゴールドブレンド
エコ＆システムパック 65g

32杯分／1杯あたり 約16円　516円（税込） 
上質な香りとマイルドな味わい。 芳醇な香りと、どこまでも深いコク、みずみずしい味わい。

ネスカフェ プレジデント
エコ＆システムパック 60g

30杯分／1杯あたり 29円　870円（税込） 

上質な香り、マイルドな味わいそのまま、カフェイン97％カット。

ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス
エコ＆システムパック 60g

30杯分／1杯あたり 約21円　618円（税込） 

挽き立つ香りと深いコク。

ネスカフェ エクセラ
バリスタ専用 エコ＆システムパック105g

52杯分／1杯あたり 約13円　670円（税込） 

ネスカフェ ロースタリー ダークロースト
エコ&システムパック 50g

25杯分／1杯あたり 約36円　898円（税込） 
際立つ香り、贅沢なコクの余韻。

コーヒーカートリッジカテゴリー名

ネスカフェ ゴールドブレンド
エコ＆システムパック 120g

60杯分／1杯あたり 約14円　858円（税込） 
上質な香りとマイルドな味わい。

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 65g

32杯分／1杯あたり 約16円　516円（税込） 
コク深めでしっかりした味わい。

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

60杯分／1杯あたり 約14円　858円（税込） 
コク深めでしっかりした味わい。

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 65g

32杯分／1杯あたり 約16円　516円（税込） 
華やかな香りとフルーティな味わい。

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 105g

52杯分／1杯あたり 約14円　753円（税込） 
華やかな香りとフルーティな味わい。

ネスカフェ 香味焙煎 豊香　
エコ＆システムパック 50g

25杯分／1杯あたり 約21円　514円（税込） 
濃厚でいて豊潤な香り。深みを重ねたコク、透明感に満ちた後味。

ネスカフェ 香味焙煎 柔香　
エコ＆システムパック 50g

25杯分／1杯あたり 約21円　514円（税込） 
澄みわたる柔らかな香り。まろやかな酸味、すっきりとした後味。

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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ネスレ ブライト コーヒーの味と香りを引き立てる！ 「バリスタ」でもお使いいただけます

コーヒーを冷まさず、薄めず、クリーミーに。コーヒー本来の味と
香りをひきたてます。

ネスレ ブライト（袋）260ｇ

43杯分※1／1杯あたり 約6円　267円（税込） 

ネスレ ブライト（袋）400g
コーヒーを冷まさず、薄めず、クリーミーに。コーヒー本来の味と
香りをひきたてます。

ネスレ ブライト スリム（袋）260ｇ

43杯分※1／1杯あたり 約6円　267円（税込） 
脂肪分を50％カット。コーヒー本来の味と香りを引き立てます。

66杯分※1／1杯あたり 約6円　390円（税込） 

脂肪分を50％カット。コーヒー本来の味と香りを引き立てます。
ネスレ ブライト スリム（袋）400g

66杯分※1／1杯あたり 約6円　390円（税込） 

ネスレ ブライト エクスクリーミー 110g 
（ 「 バリスタ デュオ 」 対応）

10杯分※2／1杯あたり 約40円　398円（税込） 

ラテにした時のコーヒーとの相性に徹底的にこだわりぬいた、
極上のブライト。

ノンフレーバータイプの定番商品。
1杯あたり 約18円　143円（税込） 

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
ショコラテ用 6.3g×7本入り

1杯あたり 約24円　170円（税込） 
甘くとろけるチョコレート風味と贅沢な香り。

ネスレ クレマトップ 豊かなコクとクリーミーな味わい…お客様にもお手軽に

カフェで人気のフレーバー。ふくよかなはちみつの甘い香りを体験
していただけます。（はちみつ香料使用）

ネスレ ブライト スティック
ハニーラテ用 6.5g×7本入り

1杯あたり 約24円　170円（税込） 

（キャラメル香料使用）
香ばしいキャラメルの香りと、ふんわり優しい甘さ。

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

1杯あたり 約24円　170円（税込） 

スティックタイプ全4種を楽しめるお得なセット。

・ネスレ ブライト スティック 5.5g×8本入り ×2箱
・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 ×2箱
・ネスレ ブライト スティック ショコラテ用 6.3g×7本入り ×2箱
・ネスレ ブライト スティック ハニーラテ用 6.5g×7本入り ×1箱

ネスレ ブライト スティック
バラエティセット

51杯分／1杯あたり 約21円 1,078円（税込） 

ネスレ ブライト 110g
（ 「 バリスタ デュオ 」 対応）

10杯分※2／1杯あたり 約25円　248円（税込） 
コーヒーの味と香りを引き立てるクリーミーな味わい。

※1 1杯6ｇ（スプーン2杯分）の場合
※2 1杯11gの場合

ネスレ ブライト スティック 
トライアルセット（4種入り）

29杯分/1杯あたり 約21円 587円（税込） 

スティックタイプ全4種を楽しめるお得な
トライアルセット。

・ネスレ ブライト スティック 5.5g x 8本入り x 1箱
・ネスレ ブライト スティック キャラメルラテ用 6.6g x 7本入り x 1箱
・ネスレ ブライト スティック ショコラテ用 6.3g x 7本入り x 1箱
・ネスレ ブライト スティック ハニーラテ用 6.5g x 7本入り x 1箱

ネスレ クレマトップ ポーション 20個

1杯あたり 約6円　122円（税込） 

ミルクよりも濃くて、まろやか。他にはない「クレマトップ」ならではの
クリーミーさをどうぞ。

クリーマー_ブライトカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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ネスカフェ ボトルコーヒー 飲みやすい味でゴクゴク飲める
※1杯200mlの場合

54杯分／1杯あたり 約28円※　1,536円（税込） 

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
挽き立ての繊細な香りをそのまま封じ込め、コク深めでしっかり
した味わいと澄んだ後味を実現しました。カロリーを気にされる
方に。

挽き立ての繊細な香りをそのまま封じ込め、コク深めでしっかり
した味わいと澄んだ後味を実現しました。よりコーヒー感を味わい
たい方に。

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め 無糖
900ml×12本

54杯分／1杯あたり 約28円※　1,536円（税込） 

挽き立ての繊細な香りをそのまま封じ込め、コク深めでしっかり
した味わいと澄んだ後味を実現しました。カフェインレスタイプ。

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

54杯分／1杯あたり 約28円※　1,536円（税込） 

豊かな香り、すっきりとした後味、飲みやすさが魅力。カロリーを
気にされる方に。

ネスカフェ エクセラ 甘さひかえめ 900ml×12本

54杯分／1杯あたり 約22円※　1,176円（税込） 

豊かな香り、すっきりとした後味、飲みやすさが魅力。
よりコーヒー感を味わいたい方に。

ネスカフェ エクセラ 無糖 900ml×12本

54杯分／1杯あたり 約22円※　1,176円（税込） 

豊かな香り、すっきりとした後味、飲みやすさが魅力。
 カロリーゼロ。

ネスカフェ エクセラ 超甘さひかえめ 900ml×12本

54杯分／1杯あたり 約22円※　1,176円（税込） 

選び抜いたアラビカ豆を100%使用し、しっかりとした苦みと
フルーティーな酸味のバランスの取れた味わい、雑味のない
澄みきった後味が特長のアイスコーヒーです。よりコーヒー豆
本来の味わいを楽しみたい方に。

ネスカフェ 香味焙煎 燦（さん） 無糖 
1,000ml×1本

328円（税込） 

ネスカフェ ゴールドブレンド  
オーツラテ 1,000ml×1本

438円（税込） 

乳成分不使用、植物由来のおいしさ。オーツ麦の芳醇な香ばしさ
とコーヒーのコクの深さが絶妙にマッチした、やさしい味わいの
オーツラテ。

乳成分不使用、植物由来のおいしさ。アーモンドのクリーミー
な香ばしさとコーヒーのコクの深さが絶妙にマッチした、
やさしい味わいのアーモンドラテ。嬉しい飲み切りタイプ。

ネスカフェ ゴールドブレンド  
アーモンドラテ 190ml ×1本

178円（税込） 

NEW

NEW

ネスカフェ ゴールドブレンド  
ライスラテ 190ml ×1本

178円（税込） 

乳成分不使用、植物由来のおいしさ。お米のやさしい香りと甘み
がコーヒーと絶妙にマッチした、やさしい味わいのライスラテ。
嬉しい飲み切りタイプ。

乳成分不使用、植物由来のおいしさ。オーツ麦の芳醇な香ばしさ
とコーヒーのコクの深さが絶妙にマッチした、やさしい味わいの
オーツラテ。嬉しい飲み切りタイプ。

ネスカフェ ゴールドブレンド  
オーツラテ 190ml ×1本

178円（税込） 

乳成分不使用、植物由来のおいしさ。アーモンドのクリーミー
な香ばしさとコーヒーのコクの深さが絶妙にマッチした、
やさしい味わいのアーモンドラテ。

ネスカフェ ゴールドブレンド  
アーモンドラテ 1,000ml×1本

438円（税込） 

乳成分不使用、植物由来のおいしさ。お米のやさしい香りと甘み
がコーヒーと絶妙にマッチした、やさしい味わいのライスラテ。

ネスカフェ ゴールドブレンド  
ライスラテ 1,000ml×1本

438円（税込） 

ネスカフェ 香味焙煎 燦（さん） 微糖  
1,000ml×1本

328円（税込） 

選び抜いたアラビカ豆を100%使用し、しっかりとした苦みと
フルーティーな酸味のバランスの取れた味わい、雑味のない澄み
きった後味が特長のアイスコーヒーです。甘さ控えめタイプ。

ボトルコーヒーカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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チョコレート くつろぎと語らいのひとときに

キットカット ミニ オトナの甘さ 13枚
1枚あたり 約20円　265円（税込）

NEW

キットカット ミニ ショコラオレンジ 9枚
1枚あたり 約27円　243円（税込）

キットカット ミニ 14枚

1枚あたり 約19円　265円（税込） 

バランスのとれたミルクチョコレートと、サクサクとしたウエハース
の食感が特長です。

キットカット ミニ 950g 約81枚

1枚あたり 約15円　1,200円（税込）

バランスのとれたミルクチョコレートと、サクサクとしたウエハース
の食感が特長です。お得な大容量パック

キットカット ミニ オトナの甘さ 濃い抹茶 12枚

1枚あたり 約22円　265円（税込） 

「濃く深く、本格的な」オトナの宇治抹茶の味わいを実現。
本格抹茶の香りと旨みをお愉しみください。

キットカット ミニ 全粒粉ビスケットin 12枚

1枚あたり 約22円　265円（税込）
麦の恵み、毎日おいしく！全粒粉ビスケット練り込みの“キットカット”！

キットカット ミニ オトナの甘さ ストロベリー 12枚
1枚あたり 約22円　265円（税込） 

198円（税込）
エアロ ミニ 81g

198円（税込）
クランチ ミニ 82.8g

432円（税込）

キットカット ショコラトリー ルビー 1本
厳選されたカカオ由来の鮮やかなピンク色と、ベリーのような
フルーティーな酸味。

キットカット ショコラトリー ビター 1本
カカオ分66%のクーベルチュールチョコレートを使用した、開業
当初からの看板商品。ガーナ産、マダガスカル産、ドミニカ共和国産
3種のカカオ豆をブレンドし、カカオ本来の酸味と苦味が
ありつつも、果実味を表現したクセになる一本。
324円（税込） 

キットカット ショコラトリー ミルク 1本

324円（税込） 

香り高く、まろやかで甘美なミルクの味わいが口いっぱいに広がる
クーベルチュールミルクチョコレートを使用した人気商品。

キットカット・クランチ・エアロカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧

キットカット バラエティ ファンアソート 9種類80枚
2,700円（税込） 
 ■定番の“キットカット”
・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 ×5枚
・キットカット ミニ オトナの甘さ 濃い抹茶 ×6枚
■ちょっと贅沢な“キットカット”
・キットカット 隙間じかんのアーモンド＆クランベリー×8個
・キットカット 隙間じかんのアーモンド＆クランベリールビー ×9個
■コーヒーとの相性にこだわった“キットカット”
・キットカット ミニ フォーカフェ ×9枚
■新しく仲間入りした“キットカット”
・キットカット ミニ ショコラオレンジ ×9枚
・キットカット ミニ ストロベリー ×5枚



 
ネスキーノ 専用サッシェ
スーパーフードとベースの2種類のサッシェと水を、
専用エアリーブレンダーQ-cup（キューカップ）に入れるだけで簡単スムージーの出来上がり。
※1杯…スーパーフード 1サッシェとベース 1サッシェの組み合わせ

ベース サッシェ

スーパーフード サッシェ

スクリーン リリース
デジタルライフの合間に、目にも鮮やかな紫色で気分転換を。
濃厚でジューシーなブルーベリー果肉にゴジベリーエキス、
スイートアップル、レモンピールをミックス。
★ゴジベリーエキス0.95%（製品中乾燥素材としての％）

ゴジベリー（クコの実）入り★

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 1,080円（税込） 

フローイング ヴィブ
気が張る日々は続いたらリフレッシュ。甘くてジューシーな
レッドドラゴンフルーツ、鮮やかなピンクのビーツ、スイート
バナナ、そして酸味がおいしいクランベリーをブレンドした
甘美なレシピ。
★クランベリー果汁4.4%（製品中乾燥素材としての％）

クランベリー入り★

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 1,080円（税込） 

タイムレス フレア
カラダの中から力を解き放ち、ハリのある若々しい毎日を
過ごしたいあなたに。カラダの中から力を与える、ほんのり
甘く薫り高いレシピ。
シーバックソーンエキス1.0%（製品中乾燥素材としての％）

チアシード入り

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 1,080円（税込） 

ステイ シャープ
あなただけの時間に誘う気分転換。香ばしいロースト
ウォールナッツとアーモンドの味と食感を、ハチミツとアップル
の甘さが引き立てる、おいしいパワーをくれるブレンド。

アーモンド入り

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 1,080円（税込） 

グローイング ブースター
いつも元気でいたいあなたに。マンゴー、キャロット、
アップルのなめらかなフルーティーミックスに、酸味が
おいしいアセロラをブレンド。
★アセロラ果汁2.1%（製品中乾燥素材としての％）

アセロラ入り★

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 1,080円（税込） 

スタート アフレッシュ
内側から美しく輝きたいあなたに。さわやかな洋ナシと
キュウリに、甘いフルーティーなパイナップルとスーパー
スピルリナ、アクセントにレモンをブレンド。

スピルリナ入り

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 1,080円（税込） 

スムージー ベース
ジューシーなアップル、さわやかな洋ナシ、おいしいバナナを
ブレンドした、ほんのり甘くおいしいレシピ。

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 540円（税込） 

ミルク ベース
古くからヨーロッパで愛されてきた、ライ麦やキビをミルク
に加えた、バランスミックス。 自然の恵みを活性化する風味
豊かなハーモニー。

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 540円（税込） 

オーツ ベース
風味豊かで歯ごたえのある全粒オーツ麦と米・ミルク。
カラダとココロにエネルギーチャージ。

5杯分／1杯あたり 324円※　1箱 540円（税込） 
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ネスキーノカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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マギー ランチやお料理のおともに

ネスティー レモン 気軽にリフレッシュをどうぞ ネスレ レモネード ミックス　甘酸っぱく爽やかな味

ネスティー レモン 200g

16杯分／1杯あたり 約15円　246円（税込） 

すっきりした味わいの“リフレッシュメントドリンク”。アイスでも、
ホットでも簡単にお楽しみいただけます。

20杯分／1杯あたり 約28円　572円（税込） 

ネスレ レモネード ミックス 20本入り
甘酸っぱく爽やかなレモネードが手軽に楽しめるパウダースティック。
スティックタイプのパウダーだから、その日の気分に合わせてアレンジ
自在。お好みのアレンジでお楽しみください。

ネスレ ミロ 麦芽飲料で「朝勝つ！」

ネスレ ミロ オリジナル 240ｇ

15杯分／1杯あたり 約24円　354円（税込） 

カラダに必要な2種類のミネラル(カルシウム、鉄)、6種類のビタミン
(ビタミンB2、B6、B12、D、C、ナイアシン)を含む麦芽飲料。

ネスレ ミロ オリジナルスティック 15g×5本入り

1杯あたり 約50円　248円（税込） 

「ネスレ ミロ オリジナル」の味わいや栄養素はそのままで、持ち運びに
便利なスティックタイプ。

マギー 無添加 コンソメスープ 30本入り

1杯あたり 約26円　770円（税込） 

無添加のコンソメスープだからどんなお食事ともベストマッチ！
香料・着色料無添加、脂質ゼロ、塩味控えめで、コンソメ本来の
やさしい味わいを活かしたシンプルな味付け。湿気にくい、個包装
スティック入りで、溶けやすい顆粒タイプ

マギー ブイヨン 無添加 9本入り

196円（税込） 

ロングセラー、「マギー ブイヨン」の「無添加」タイプ。顆粒タイプ
なので、「短時間調理」のメニューに使えます。「炒め物」や
「練りこみ」にも便利です。香料・着色料無添加。

マギー コンソメ 無添加 8本入り

208円（税込） 

あらゆる料理にクセのないクリアなうまみ。ご家族の健康を気遣う
主婦の方にも安心。スープの他に炒め料理など、様々な料理にも
おすすめ。後混ぜもOK。脂質ゼロで水にも溶けます。湿気にくい
個包装スティック入り。香料・着色料無添加。

マギー コンソメ 無添加 野菜 8本入り

208円（税込） 

あらゆる料理にクセのないクリアなうまみ。ご家族の健康を気遣う
主婦の方にも安心。スープの他に炒め料理や下味付けなど、様々な
料理にもおすすめ。後混ぜもOK。脂質ゼロで水にも溶けます。
湿気にくい個包装スティック入り。香料・着色料無添加。

208円（税込） 

マギー ブイヨン 無添加
アレルギー特定原材料等28品目不使用  7本入り
食物アレルギー表示を気にして料理をされている方、離乳食を
作られる方に！香料・着色料無添加で、脂質ゼロ、塩味もひかえめ。

マギー 無添加うどんつゆ 関西風 6袋入り 

486円（税込） 

昆布をベースに鰹節を合わせた、まろやかで上品な味わいのうどん
つゆ。昆布の風味とうまみが際立ちます。ほんのり香る柚子が
アクセントの、老舗の本格的な味わいをお楽しみください。
香料・着色料無添加。

マギー 無添加うどんつゆ 関東風 6袋入り 

486円（税込） 

醤油の風味を大切に魚介類のうまみと合わせた、コクのある
味わいのうどんつゆ。自然のうまみと醤油の味わいが際立ちます。
ほんのり香る柚子がアクセントの、老舗の本格的な味わいを
お楽しみください。香料・着色料無添加。

マギー ブイヨン袋 20個入り

227円（税込） 

牛と香味野菜のうまみを凝縮した洋風だし。短時間でも料理に
うまみとコクをアップ。カレーやシチュー、ロールキャベツなどの
洋風煮込み料理にはもちろん、簡単な野菜スープやポトフ、
鍋にもおすすめ。

マギー ブイヨン袋 50個入り

519円（税込） 

牛と香味野菜のうまみを凝縮した洋風だし。短時間でも料理に
うまみとコクをアップ。カレーやシチュー、ロールキャベツなどの
洋風煮込み料理にはもちろん、簡単な野菜スープやポトフ、
鍋にもおすすめ。

ミロ・マギー・その他食料品カテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧

マギー コンソメ 無添加 18本入り

447円（税込） 

あらゆる料理にクセのないクリアなうまみ。ご家族の健康を気遣う
主婦の方にも安心。スープの他に炒め料理など、様々な料理にも
おすすめ。後混ぜもOK。脂質ゼロで水にも溶けます。湿気にくい
個包装スティック入り。香料・着色料無添加。
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302円（税込）
定番のスクエアタイプ。みんなで分けても楽しめます。
ネスレ ダマック スクエア ＜チョコレート＞ 1枚

172円（税込）
持ち運びに便利なバータイプ
ネスレ ダマック バー ＜チョコレート＞  1枚

ネスレ ココア リラックスタイムに

ドチェロ クレームブリュレ 4食分×2袋

388円（税込） 

ヨーロッパで生まれたプロ向けのデザートブランド。パティシエが
認めたクオリティをご家庭でも！アレンジ自在なので、普段の
おやつや、特別なおもてなし等 様々なシーンでご活用いただけます！

1,406円（税込）

カイエ ナポリタン 250g ＜チョコレート・準チョコレート＞
7種類の一口サイズのチョコレートアソート（約50個入り）。
スイスで愛される厳選された7種類のフレーバーが楽しめます。

ネスレ ココア 180g

20杯分／1杯あたり 約12円　246円（税込） 

ネスレ ココアは、“ミルクで飲むためのココア”として、優しい味わ
いを目指して作られた、こだわりのココアです。 家の鍋でココアを
練りながら作ったような優しい風味をお楽しみください。

ドチェロ 牛乳だけで作れる本格デザート

カイエ ナポリタン

ペリエ 世界で愛される南フランス生まれの炭酸水「ペリエ」のペットボトル

現存するスイス最古のチョコレートブランド「カイエ」より

ペリエ 500ml（24本入りケース）
1本あたり 約103円　2,462円（税込）

ネスレ ダマック

302円（税込）

ネスレ ダマック ゲージェ スクエア ＜チョコレート＞ 1枚
ちょっぴりオトナなビタータイプ

トルコからやってきた、ピスタチオがゴロゴロ入ったチョコレート
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アサヒ オフィスでも手軽に楽しめる

お菓子・スナックカテゴリー名

1袋あたり 135円　810円（税込）

アサヒ クリーム玄米ブラン
ブルーベリー 6袋
完熟ブルーベリーの果肉が入った甘酸っぱい
クリーム入り。

1袋あたり 135円　810円（税込）

アサヒ クリーム玄米ブラン
クリームチーズ 6袋 
ほのかに塩味のあるチーズクリーム入り。

1袋あたり 135円　810円（税込） 

アサヒ クリーム玄米ブラン
カカオ 6袋
ベルギー産チョコレートを使用したほんのりビターな
大人の味わいのクリーム入り。

1袋あたり 135円　810円（税込） 

アサヒ クリーム玄米ブラン
メープル 6袋 
メープルシロップを使用したやさしい甘さと香りのよい
クリーム入り。

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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ネスレ ポーション 水や牛乳で割るだけ！本格カフェメニュー

ネスカフェ ゴールドブレンド ポーション
贅沢キャラメルマキアート 7個

1杯あたり 27円　189円（税込） 

牛乳で割るだけで、口に広がる香りとほろ苦いキャラメル風味
が特長の贅沢なキャラメルマキアートが楽しめます。
※キャラメルフレーバー仕立て

牛乳で割るだけで、甘くとろけるチョコレート風味、ミルクの
まろやかさと絶妙なバランスの贅沢なカフェモカが楽しめます。
※チョコレートフレーバー仕立て

ネスカフェ ゴールドブレンド ポーション
贅沢カフェモカ 7個

1杯あたり 27円　189円（税込） 

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ポーション
甘さひかえめ 8個

1杯あたり 約24円　189円（税込） 

牛乳で割るだけで、淹れたての上質な香りと深いコクの甘さ
ひかえめアイスラテが楽しめます。ほんのりとした甘さが
特長です。

20個入りのオトクな大容量パック。

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ポーション
甘さひかえめ 20個

1杯あたり 約23円　450円（税込） 

牛乳で割るだけで簡単に、淹れたての上質な香りと深いコクの
アイスラテが楽しめます。コーヒー本来の味わいを楽しめる、
無糖タイプ。

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ポーション
無糖 8個

1杯あたり 約24円　189円（税込） 

20個入りのオトクな大容量パック。

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め ポーション
無糖 20個

1杯あたり 約23円　450円（税込） 

ネスティー ポーション
アールグレイ 甘さひかえめ 7個 

1杯あたり 27円　189円（税込） 

牛乳や水で割るだけで簡単に、ベルガモットの華やかな香りの
爽やかなアールグレイティーが楽しめます。炭酸水で割って
ティーソーダとして味わうのもオススメです。

ポーションコーヒー・ティーカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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スティック ミックスタイプ お湯を注ぐだけで簡単おいしい！1本ずつ淹れたての香りと味わいを楽しめます

NEW

ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美
カフェラテ 7本入り

1杯あたり 約31円　214円（税込）

NEW

NEW

ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美
ヘーゼルナッツプラリネラテ 7本入り

1杯あたり 約31円　214円（税込）

カラメリゼしたヘーゼルナッツの甘く香ばしい香りとクリーミー
で濃厚な味わいのラテ（ヘーゼルナッツ香料使用）

ネスカフェ ゴールドブレンド 
アーモンドラテ 4本入り

1杯あたり 約102円　407円（税込）

アーモンドのクリーミーな香ばしさとコーヒーのコクがマッチした、
乳成分不使用、植物由来のアーモンドラテ。

ネスカフェ ゴールドブレンド 
オーツラテ 4本入り

1杯あたり 約102円　407円（税込）

オーツ麦の芳醇な香ばしさとコーヒーのコクがマッチした、
乳成分不使用、植物由来のやさしい味わいのオーツラテ。

ネスカフェ エクセラ ふわラテ 30本入り

1杯あたり 約13円　394円（税込）

シルクのようなきめ細かな泡の、ミルクとコーヒーのバランスが
絶妙なラテ

ネスカフェ エクセラ ふわラテ おいしいノンスイート
30本入り

1杯あたり 約13円　394円（税込）

ふわラテの味わいはそのままに、甘くないおいしいノンスイート
ラテ

ネスカフェ エクセラ ふわラテ まったり深い味
30本入り

1杯あたり 約13円　394円（税込）
シルクのようなきめ細かな泡と、深煎りのコク豊かな味わい

ネスレ 香るまろやか ほうじ茶ラテ 20本入り

1杯あたり 約20円　394円（税込）

香ばしいほうじ茶の香りが引き立つ、まろやかなミルク感と
ほんのりした甘さのほうじ茶ラテ

ネスレ 香るまろやか ミルクココア 22本入り

1杯あたり 約18円　394円（税込）

豊かなカカオの香りが引き立つ、まろやかなミルク感とほんのり
した甘さのミルクココア

ネスレ 香るまろやか 抹茶ラテ 20本入り

1杯あたり 約20円　394円（税込）

豊かな抹茶の香りが引き立つ、まろやかなミルク感とほんのり
した甘さの抹茶ラテ

ネスカフェ エクセラ ふわラテ ハーフ＆ハーフ
30本入り

1杯あたり 約13円　394円（税込）
おいしさはそのままで、カロリーと脂肪分を1/2に

ネスレ 大人のご褒美
アールグレイミルクティー 7本入り

1杯あたり 約31円　214円（税込）

ベルガモットの華やかな香りと紅茶のコクがミルクに溶け込んだ、
甘く濃厚な味わいのミルクティー

ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美
ダルゴナコーヒー 5本入り

1杯あたり 約43円　214円（税込）

冷たい牛乳だけで、手軽にきめ細やかで豊かな泡立ちが楽しめる
ダルゴナコーヒー

ふんだんに使用したミルクとコーヒーのコクを感じる、濃厚な
味わいのカフェラテ。

ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美
カプチーノ 7本入り

1杯あたり 約31円　214円（税込）

贅沢な泡立ちにほろ苦いエスプレッソタイプのコーヒーの
コクがマッチしたカプチーノ。

ネスカフェ ゴールドブレンド 大人のご褒美
キャラメルマキアート 7本入り

1杯あたり 約31円　214円（税込）

甘く香ばしいキャラメルがミルクとコーヒーにとろけた、
甘さとほろ苦さを両方楽しめるキャラメルマキアート

ネスレ 大人のご褒美 ロイヤルミルクティー 7本入り

1杯あたり 約31円　214円（税込）

香り立つ紅茶の上品な香りとコクが、ミルクに溶け込んだ、
甘く濃厚な味わいのミルクティー

ネスレ 大人のご褒美 宇治抹茶ラテ 6本入り

1杯あたり 約36円　214円（税込）

宇治抹茶の上品な香りとほろ苦さがきめ細やかな泡立ちの
ミルクに合わさった濃厚な抹茶ラテ

ネスカフェ ゴールドブレンド
ライスラテ 4本入り

1杯あたり 約102円　407円（税込）

お米のやさしい香りと甘みがコーヒーのコクに絶妙にマッチした、
乳成分不使用、植物由来のライスラテ

スティックコーヒーなどカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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NEW

NEW

ネスレ 香るまろやか ミルクティー 26本入り

1杯あたり 約15円　394円（税込）

豊かな紅茶の香りが引き立つまろやかなミルク感とほんのりした
甘さのミルクティー

ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー
10本入り

1杯あたり 約17円　173円（税込）

淹れたての上質な香りとマイルドな味わい。10本入りの
お手頃サイズ

ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー
22本入り

1杯あたり 約15円　338円（税込）

淹れたての上質な香りとマイルドな味わい。1杯あたりがお得な
大きめサイズ

こうばしい香りとしっかりとした苦味を持つ豆を時間をかけて
深煎りに。カフェラテで楽しむ力強い香りと重厚なコク

ネスカフェ エクセラ スティックコーヒー 30本入り

1杯あたり 約13円　394円（税込）

挽き立つ香りと深いコク、豊かな味わい。たっぷり楽しめる
30本入り

ネスカフェ エクセラ ブラックロースト 
スティックコーヒー 30本入り

1杯あたり 約13円　394円（税込）

NEW

NEW

NEW

NEW

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め
スティックコーヒー 10本入り

1杯あたり 約17円　173円（税込）

淹れたての上質な香りとコク深めでしっかりした味わい。 
10本入りのお手頃サイズ

ネスカフェ ゴールドブレンド コク深め
スティックコーヒー 22本入り 

1杯あたり 約15円　338円（税込）

淹れたての上質な香りとコク深めでしっかりした味わい。 
1杯あたりがお得な大きめサイズ

ネスカフェ ゴールドブレンド カフェインレス
スティックコーヒー 7本入り

1杯あたり 約25円　173円（税込）

上質な香りとマイルドな味わいはそのままに、カフェインを
97％カット

ネスカフェ ゴールドブレンド 香り華やぐ
スティックコーヒー 10本入り

1杯あたり 約17円　173円（税込）

淹れたての上質で華やかな香り、澄んだ味わい。10本入りの
お手頃サイズ

ネスカフェ ゴールドブレンド 香り華やぐ
スティックコーヒー 22本入り

1杯あたり 約15円　338円（税込）

淹れたての上質で華やかな香り、澄んだ味わい。1杯あたりが
お得な大きめサイズ

NEW
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キャラメル マキアート

6杯分／1杯あたり 約138円～
定期お届け便 832円（税込）～

クラシック キャラメルの味わい。※キャラメルフレーバー使用

カプチーノ

6杯分／1杯あたり 約138円～
定期お届け便 832円（税込）～

濃厚でクリーミーな味わい。

ラテ マキアート

6杯分／1杯あたり 約138円～
定期お届け便 832円（税込）～

まろやかでクリーミーな味わい。

ラテ マキアート（30杯分）

30杯分／1杯あたり 約130円～
定期お届け便 3,916円（税込）～

まろやかでクリーミーな味わい。

コロンビア

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

すっきりとしたナッツを感じさせる味わい。

ライトノート ブレンド®

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

やわらかく穏やかな味わい。

ハウス ブレンド

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

いきいきと調和のとれた味わい。

ハウス ブレンド（60杯分）

60杯分／1杯あたり 約65円～  
定期お届け便 3,916円（税込）～

いきいきと調和のとれた味わい。

抹茶 ラテ

6杯分／1杯あたり 約180円～  
定期お届け便 1,083円（税込）～

なめらかでクリーミーな味わい。

12杯分／1杯あたり 約69円～  
定期お届け便 832円（税込）～

パイクプレイス® ロースト
カカオや炒ったナッツのような風味がほのかに香る
バランスのとれた親しみやすい味わい。

カフェ ラテ

12杯分／1杯あたり 約90円～  
定期お届け便 1,083円（税込）～

カフェで人気のラテ。毎日飲むのにぴったりの味わい。

スターバックス

ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル
選ぶ楽しさ、迷う贅沢!! バラエティ豊かなカフェメニュー

930円
1,210円
1,596円
3,108円
4,377円

882円
1,146円
1,512円
2,945円
4,147円

832円
1,083円
1,427円
2,781円
3,916円通常価格4,608円（税込） 

通常価格3,272円（税込） 

通常価格1,680円（税込） 

通常価格1,274円（税込） 

通常価格980円（税込） 

定期便5%OFF 定期便10%OFF 定期便15%OFF
定期お届け便価格(税込)はこちら

目盛り2つ

コーヒーカプセル

目盛り1つ

コーヒーカプセル

目盛り1つ

コーヒーカプセル

目盛り1つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り4つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り1つ

コーヒーカプセル

抹茶カプセル

目盛り3つ 目盛り3つ

ミルクカプセル

ミルクカプセル

目盛り6つ

ミルクカプセル

目盛り6つ

ミルクカプセル

目盛り5つ

ミルクカプセル

目盛り5つ

ドルチェ グスト カプセルカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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コロンビア シエラネバダ

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

トーストされたアーモンド、ナツメグ、大麦を合わせた
ような独特な香り、なめらかなコクをお楽しみください。

エスプレッソ インテンソ

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

ロースティーなアロマとシャープな苦み、
深いコクのある力強いレギュラーコーヒー。

メキシコ チアパス

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

時間をかけて丁寧に作られた豆のヘーゼルナッツや
プラムのような豊かな風味、濃厚な味わいをお楽しみください。

ロースト ブレンド (ルンゴ インテンソ）

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

深い焙煎による香ばしさと重厚なコクが特長の、
力強い味わいのレギュラーコーヒー。

アメリカーノ リッチアロマ

60杯分／1杯あたり 約46円～
定期お届け便 2,781円（税込）～

豊かな香りと上質なコク。たっぷり楽しめる60個入り。

レギュラーブレンド カフェインレス

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

カフェインを97％カット。なめらかなクレマ（ 泡）が特長で、
しっかりした味わいとすっきりした苦味が楽しめるレギュラーコーヒー。

コールドブリュー

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

カフェで人気のコールドブリュー。
チコリを使用したニューオリンズスタイル。

アイスコーヒーブレンド

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

カフェで飲むようなアイスコーヒーの香り、香ばしさ、
味わいが楽しめます。

モカブレンド

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

フルーティーな香りとさわやかな味わい、
たっぷりマグカップサイズのレギュラーコーヒー。

オリジナルブレンド

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

バランスのとれたまろやかな味わい。
たっぷりマグカップサイズのレギュラーコーヒー。

レギュラーブレンド (ルンゴ)

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

香り、苦味、酸味に至るまで、バランスのとれた
正統派な味わいのレギュラーコーヒー。

レギュラーブレンド（ルンゴ）マグナムパック

30杯分／1杯あたり 約47円～
定期お届け便 1,427円（税込）～ 

香り、苦味、酸味に至るまで、バランスのとれた正統派な
味わいのレギュラーコーヒー。1箱30杯分入りの大容量サイズ。

リッチブレンド

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

深いコクとキレのある味わい、たっぷりマグカップサイズの
レギュラーコーヒー。

リッチブレンド マグナムパック

30杯分／1杯あたり 約47円～
定期お届け便 1,427円（税込）～

深いコクとキレのある味わい、たっぷりマグカップサイズの
レギュラーコーヒー。1箱30杯分入りの大容量サイズ

ブラックコーヒー

930円
1,210円
1,596円
3,108円
4,377円

882円
1,146円
1,512円
2,945円
4,147円

832円
1,083円
1,427円
2,781円
3,916円通常価格4,608円（税込） 

通常価格3,272円（税込） 

通常価格1,680円（税込） 

通常価格1,274円（税込） 

通常価格980円（税込） 

定期便5%OFF 定期便10%OFF 定期便15%OFF
定期お届け便価格(税込)はこちら

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り4つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り4つ

コーヒーカプセル

目盛り2つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り4つ

コーヒーカプセル

目盛り4つ

コーヒーカプセル

目盛り4つ

コーヒーカプセル

目盛り3つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル
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宇治抹茶

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

美しく点った泡、本格抹茶の上品な香りと旨み。
伝統の抹茶をモダンスタイルでどうぞ。宇治抹茶100％使用。

チョコチーノ

8杯分／1杯あたり 約104円～
定期お届け便 832円（税込）～

ふんわりしたミルクの泡立ちと良質のカカオ豆による贅沢な
味わいのココアです。子供から大人まで幅広く楽しめます。

ミルクティー

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

すっきりした甘さと豊かな紅茶の香り。
１カプセルで、簡単便利。

ティー・ココア

カプチーノ

8杯分／1杯あたり 約104円～
定期お届け便 832円（税込）～

濃厚なエスプレッソとふんわり泡立てたフォームドミルクの
コンビネーションが絶妙なほんのり甘いカプチーノ。

ラテ マキアート

8杯分／1杯あたり 約104円～
定期お届け便 832円（税込）～

ふんわりと泡立てられたフォームドミルクに、リッチな
エスプレッソのショットがとけあう、やさしい甘みのラテマキアート。

フラットホワイト

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

エスプレッソとミルクによるクリーミーな味わい。１カプセルで、
簡単便利。

アイスカフェオレ 

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

深煎りコーヒーの香ばしさと、
なめらかなミルクのハーモニー。 

アーモンドラテ

12杯分／1杯あたり 約90円～
定期お届け便 1,083円（税込）～

アーモンドのクリーミーな香ばしさと浅煎り厳選豆の味わいが
絶妙にマッチした優しい気持ちになる一杯です。

オーツラテ

12杯分／1杯あたり 約90円～
定期お届け便 1,083円（税込）～

オーツ麦の香ばしさと厳選豆をブレンドしたコーヒーの
絶妙なバランスを実現。1日の始まりにぴったりの一杯です。

カフェオレ

16杯分／1杯あたり 約52円～
定期お届け便 832円（税込）～

ミルクの自然な甘みもコーヒーのコクも味わえるノンスイートの
本格カフェオレ。毎日の朝食の１杯にどうぞ。

カフェオレ マグナムパック

30杯分／1杯あたり 約47円～
定期お届け便 1,427円（税込）～

ミルクの自然な甘みもコーヒーのコクも味わえるノンスイートの
本格カフェオレ。1箱30杯分入りの大容量サイズ。

カフェオレ リッチアロマ

60杯分／1杯あたり 約46円～
定期お届け便 2,781円（税込）～

豊かなコーヒーの香りとミルクの味わい。
たっぷり楽しめる60個入り。

ラテ

930円
1,210円
1,596円
3,108円
4,377円

882円
1,146円
1,512円
2,945円
4,147円

832円
1,083円
1,427円
2,781円
3,916円通常価格4,608円（税込） 

通常価格3,272円（税込） 

通常価格1,680円（税込） 

通常価格1,274円（税込） 

通常価格980円（税込） 

定期便5%OFF 定期便10%OFF 定期便15%OFF
定期お届け便価格(税込)はこちら

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

ティーカプセル

ミルクカプセル

目盛り6つ目盛り1つ

コーヒーカプセル

ミルクカプセル

目盛り5つ目盛り2つ

コーヒーカプセル

ココアカプセル

目盛り3つ 目盛り3つ

ミルクカプセル

目盛り3つ

抹茶カプセル
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ネスプレッソ「エッセンサ ミニ」

30種類以上の本格コーヒーをボタン1つで簡単に。

 
専用カプセル〈1本10カプセル入り〉

・イスピラツィオーネ・フィレンツェ・アルペジオ1本（10カプセル） 
・イスピラツィオーネ・ローマ1本（10カプセル） 
・ワールド・エクスプロレーションズ・
  ストックホルム・フォルティシオ・ルンゴ1本（10カプセル） 
・ワールド・エクスプロレーションズ・
  ヴィエナ・リニツィオ・ルンゴ1本（10カプセル） 
・ワールド・エクスプロレーションズ・
  トウキョウ・ヴィヴァルト・ルンゴ1本（10カプセル） 

4,212円（税込） 

異なる個性を持つ味わいをバランスよくお楽しみいただける
セット。5種（50カプセル） 

人気５種類セット

おすすめアソート5本セット

イスピラツィオーネ・リストレット・イタリアーノ

4,860円（税込） 

その土地ならではの精製方法で個性際立つ味わいに仕上げた、
単一生産国のコーヒー豆のみを使用した5種類のコーヒー。
エスプレッソカップ（約40ml）またはルンゴカップ（約110ml）
でお楽しみください。 5種（50カプセル）  

マスターオリジンズ セット（単一生産国） 

・インド1本（10カプセル） 
・インドネシア1本（10カプセル） 
・コロンビア1本（10カプセル） 
・ニカラグア1本（10カプセル） 
・エチオピア1本（10カプセル）

4,320円（税込） 
・ワールド・エクスプロレーションズ・
  ストックホルム・フォルティシオ・ルンゴ1本（10カプセル） 
・ワールド・エクスプロレーションズ・
  ヴィエナ・リニツィオ・ルンゴ1本（10カプセル） 
・ワールド・エクスプロレーションズ・
  トウキョウ・ヴィヴァルト・ルンゴ1本（10カプセル） 
・ワールド・エクスプロレーションズ・シャンハイ・ルンゴ1本（10カプセル） 
・ワールド・エクスプロレーションズ・ブエノスアイレス・ルンゴ1本（10カプセル） 

ルンゴサイズ(抽出量：約110ml)で楽しむ、世界各地のコーヒー文化
から着想を得て生まれたコーヒーのセット。5種（50カプセル） 

ルンゴセット（約110mlルンゴカップ向け） 

4,050円（税込） 

マイルドでまろやかな味わいが特徴のコーヒーセット。
エスプレッソカップ（約40ml）がおすすめです。3種
（50カプセル）  

マイルドセット 

・イスピラツィオーネ・ジェノヴァ・リヴァント2本（20カプセル） 
・コズイー2本（20カプセル） 
・ヴォリュート1本（10カプセル） 

イスピラツィオーネ・リストレット・
イタリアーノ・デカフェ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：10
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

イタリアならではのコーヒー文化を一杯のコーヒーショットの味わい
で表現したブレンド。中深煎りを施すことで、力強い味わいが引き出
され、エレガントでフルーティーな香りとほのかな酸味が広がります。

イスピラツィオーネ・パレルモ・カザール

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：12
1杯あたり 81円　810円（税込） 

イタリア南部の都市からインスピレーションを得て、長時間焙煎が
施されたブレンド。野性的でスパイシーな味わいが特徴です。

イスピラツィオーネ・リストレット・イタリアーノ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：10
1杯あたり 81円　810円（税込） 

イタリアならではのコーヒー文化を一杯のコーヒーショットの
味わいで表現したブレンド。中深煎りを施すことで、力強い
味わいが引き出され、エレガントでフルーティーな香りと
ほのかな酸味が広がります。

イスピラツィオーネ・ナポリ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：13
1杯あたり 81円　810円（税込） 

コーヒーの首都の異名を持つ「ナポリ」に敬意を表したこの
ブレンドには、「イスピラツィオーネ・イタリアーナ」シリーズの
中で最も深い焙煎が施されています。そのコーヒーの一口一口が、
力強く、クリームのようになめらかな味わいをもたらします。

イタリアの豊かな焙煎にインスパイアされた、さまざまなエスプレッソとリストレットがあなたをイタリアを象徴する街へといざないます。

4,050円（税込） 
・イスピラツィオーネ・パレルモ・カザール1本（10カプセル） 
・イスピラツィオーネ・リストレット・イタリアーノ1本（10カプセル） 
・イスピラツィオーネ・フィレンツェ・アルペジオ1本（10カプセル） 
・イスピラツィオーネ・ローマ1本（10カプセル） 
・イスピラツィオーネ・ジェノヴァ・リヴァント1本（10カプセル） 

力強い味わいが特徴のコーヒーセット。リストレットカップ
（約25ml）またはエスプレッソカップ（約40ml）がおすすめです。
5種（50カプセル） 

インテンスセット 

4,320円（税込） 

カフェイン除去の過程を経ても、本来の芳醇なアロマの特徴と
味わいがそのまま楽しめるデカフェコーヒーをセットにしました。
2種（50カプセル） 

デカフェセット 

・イスピラツィオーネ・
  フィレンツェ・アルペジオ・デカフェ2本（20カプセル） 
・ヴォリュート・デカフェ3本（30カプセル） 

ネスプレッソ カプセルカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧
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イスピラツィオーネ・ジェノヴァ・リヴァント

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：6
1杯あたり 81円　810円（税込） 

中煎りを施すことで、甘みがありバランスのとれた味わいと
複雑な穀物やキャラメルのような香りが生まれました。
その味わいはジェノヴァの街のごとく、誰をも歓迎します。

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：9
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

短時間焙煎で深煎りを施すことで、甘みのあるココアのような
香りとベルベットのような口あたりの「傑作」が生まれました。
イタリアを代表する芸術と文化の都を想わせる味わい。

イスピラツィオーネ・フィレンツェ・
アルペジオ・デカフェイスピラツィオーネ・フィレンツェ・アルペジオ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：9
1杯あたり 81円　810円（税込） 

短時間焙煎で深煎りを施すことで、甘みのあるココアのような
香りとベルベットのような口あたりの「傑作」が生まれました。
イタリアを代表する芸術と文化の都を想わせる味わい。

イスピラツィオーネ・ヴェネツィア

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：8
1杯あたり 81円　810円（税込） 

長時間焙煎を施すことにより、贅沢な甘いキャラメルのような
香りが現れます。その中にかすかに漂うフルーティーで花のような
アロマ、穀物を想わせる香りが重なり合い、調和を生み出します。

イスピラツィオーネ・ローマ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：8
1杯あたり 81円　810円（税込） 

エレガントなアロマを引き出すために短時間焙煎を施し、
木や穀物のような香りと、ほのかな酸味が生まれました。
偉大な都市の複雑さが込められた1杯。

ワールド・エクスプロレーションズ・
シャンハイ・ルンゴ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：5
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

ケニア、インドネシア、中国を含むアラビカ種コーヒーをブレンドし
た、なめらかでフルーティーな味わいのコーヒーです。上海のよう
な近代都市の多様さと前向きさをこの味わいで表現しています。

ワールド・エクスプロレーションズ・
ストックホルム・フォルティシオ・ルンゴ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：8
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

アラビカ種コーヒーのみで仕上げた力強いコーヒーは、ブラックで味わう
のがおすすめです。スウェーデンの人々 が愛する味わいをお楽しみいただけ
ます。深い苦味をかすかに感じると共に麦芽のような香りのコーヒーです。

ワールド・エクスプロレーションズ・
トウキョウ・ヴィヴァルト・ルンゴ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：6
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

高品質なアラビカ種コーヒーが、東京の洗練された味覚にふさ
わしい、格別な花のような香りと複雑な味わいをもたらします。

ワールド・エクスプロレーションズ・
ヴィエナ・リニツィオ・ルンゴ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：6
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

コーヒーハウスから家庭でのコーヒーの集いまで、このなめらか
でバランスのとれた、絹のような南米産のアラビカ種コーヒーは、
あなたのお気に入りのペイストリーととても良く合います。

ワールド・エクスプロレーションズ ・
ブエノスアイレス・ルンゴ 

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：4
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

アラビカ種とロブスタ種コーヒーのブレンドがもたらす甘い
ポップコーンのような香りとマイルドな個性が、ブエノスアイレス
の活気のある街の暮らしを美味しさで引き立ててくれます。

ワールド・エクスプロレーションズ・
ケープタウン・エンヴィヴォ・ルンゴ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：10
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

深煎りで力強く、フルボディのコーヒー。木のような香りとパンチ
のきいた苦味は、ロブスタ種コーヒーの積み荷を連想させます。
ケープタウンの雰囲気をコーヒーで表現しました。

コロンビア

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：6
1杯あたり 約97円　972円（税込） 

なめらかな口当たりとフルーティーな香りを持つコーヒー。
収穫時期をあえて遅らせることで生まれる、鮮やかな酸味と
ワインを想わせるはじける赤い果実のようなアロマが特徴です。

インド

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：11
1杯あたり 約97円　972円（税込） 

インド産アラビカ豆にモンスーンにさらしたインド産ロブスタ豆
をブレンドしました。木のような香りと香ばしくスパイシーな独
特なアロマが特徴です。

インドネシア

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：8
1杯あたり 約97円　972円（税込） 

雨の多い気候のもと、スマトラ島独特の方法でコーヒー豆を精製。
ベルベットのように濃厚な口あたりと、野性的でスモーキーな香
りを作り出しています。

ニカラグア

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：5
1杯あたり 約97円　972円（税込） 

ブラックハニーという希少な精製法により、際立つ甘み、
サテンのように滑らかな口当たりと甘い穀物のような香りを
合わせ持ったコーヒーです。

エチオピア

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：4
1杯あたり 約97円　972円（税込） 

上質なエチオピア産アラビカ豆を使用し、完熟した果実の
アロマや繊細なオレンジの花を想わせる香りが特徴の
コーヒーです。

ワールド・エクスプロレーションズ

世界各地のコーヒー文化から着想を得て生まれたルンゴコーヒーシリーズ

マスターオリジンズ

コーヒーの生産地をめぐる旅に出かけましょう。その土地ならではの精製方法が施された個性豊かな味わいをお楽しみください。



ー P.18 ー

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：4
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

「ヴォリュート」本来の豊かな香りとまろやかなボディ、
そして、甘いビスケットやフルーツのようなほのかな香りが
受け継がれています。

ヴォリュート・デカフェヴォリュート

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：4
1杯あたり 81円　810円（税込）

まろやかなボディを持ち、甘いビスケットのような香りと
フルーティーな香りが特徴です。

コズイー

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：4
1杯あたり 81円　810円（税込）

マイルドで、繊細、かつバランスのとれた味わいで、軽くトースト
された穀物のような香りと、かすかに感じられるフルーティーな
香りが特徴です。

カプリチオ

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：5
1杯あたり 81円　810円（税込）

ほのかな酸味ときわめて特徴的な穀物のような風味を持つバラ
ンスのとれたエスプレッソです。

エスプレッソ

個性豊かな味わいを楽しむ

バリスタ・クリエーションズ

世界中の優秀なバリスタたちの技とレシピからインスピレーションをうけた、バリスタ・クリエーションズ。
さまざまな味わいのコーヒーレシピを、ご自宅で手軽にお楽しみいただけます。 

バニラ・エクレア ＜バニラ風味香料使用＞

1本：10カプセル入り　味わいのタイプ：フレーバーコーヒー
1杯あたり 約92円　918円（税込）

バニラのフレーバーが、フレーバーコーヒーの味わいに
ベルベットのようななめらかな口あたりの層をもたらします。

ココア・トリュフ ＜ココア風味香料使用＞

1本：10カプセル入り　味わいのタイプ：フレーバーコーヒー
1杯あたり 約92円　918円（税込） 

麦芽を想わせる穀物のような香りのコーヒーに溶け込む、鮮やか
なダークココアの香りをお楽しみいただけます。

コルト

1本：10カプセル入り　ミルクレシピ向き
1杯あたり 約86円　864円（税込）

ミルクを加えることで、豊かな後味と上品な苦み、厚みのある
なめらかなボディが際立ちます。

スクーロ

1本：10カプセル入り　ミルクレシピ向き
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

深煎りの焙煎によりミルクに負けない香りと繊細な甘さをあわ
せ持ち、力強い味わいのカプチーノやラテマッキャートを作るこ
とができます。

キアロ

1本：10カプセル入り　ミルクレシピ向き
1杯あたり 約86円　864円（税込）

ミルクを加えることで、キャラメルやビスケットを想わせるなめ
らかで甘みのある風味が引き立ちます。

キャラメル・クレームブリュレ ＜キャラメル風味香料使用＞

1本：10カプセル入り　味わいのタイプ：フレーバーコーヒー
1杯あたり 約92円　918円（税込） 

キャラメルの甘いフレーバーが、南米産アラビカ豆のエスプレッ
ソの持つ焙煎香を穏やかにしました。
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スターバックス®
スターバックス®の味わいを職場でも

ハウス ブレンド 160g

682円（税込） 

創業当初よりお届けしてきた人気のブレンドで
香りやコクなどバランスがよいコーヒー。

カフェ ベロナ® 140g

682円（税込） 

ダークココアのような口あたりで、バランスのとれた
豊かな味わいのコーヒー。

ブレックファースト ブレンド 160g

682円（税込） 

一日の始まりにふさわしい、マイルドで
さわやかな後味のコーヒー。

パイクプレイス®  ロースト 160g

682円（税込） 

スターバックス®発祥の地の名を冠したコーヒー。
毎日でも飲みたくなる味。

ライトノート ブレンド®  160g

682円（税込） 

ソフトなココアと軽く煎ったナッツの繊細なニュアンスが
穏やかに感じられるコーヒー。

ディカフェ ハウス ブレンド 140g

682円（税込） 

創業当初よりお届けしてきた人気のブレンドを、
カフェインレスコーヒーで。

※ドリッパー等、コーヒーをいれるためには専用の器具が必要となりますため別途ご準備ください。レギュラーコーヒー（粉）

ハウス ブレンド 250g

1,023円（税込） 

創業当初よりお届けしてきた人気のブレンドで
香りやコクなどバランスがよいコーヒー。

カフェ ベロナ® 220g

1,023円（税込） 

ダークココアのような口あたりで、バランスのとれた
豊かな味わいのコーヒー。

ライトノート ブレンド®  250g

1,023円（税込） 

ソフトなココアと軽く煎ったナッツの繊細なニュアンスが
穏やかに感じられるコーヒー。

※コーヒーミルやドリッパー等、コーヒーをいれるためには専用の器具が必要となりますため別途ご準備ください。レギュラーコーヒー（豆）

スターバックス オリガミ®

ハウス ブレンド 5袋

487円（税込） 

創業当初よりお届けしてきた人気のブレンドで
香りやコクなどバランスがよいコーヒー。

パイクプレイス® ロースト 5袋

487円（税込） 

スターバックス®発祥の地の名を冠したコーヒー。
毎日でも飲みたくなる味。

カフェ ベロナ® 5袋

487円（税込） 

ダークココアのような口あたりで、
バランスのとれた豊かな味わいのコーヒー。

ディカフェ ハウス ブレンド 4袋

487円（税込） 

創業当初よりお届けしてきた人気のブレンドを、
カフェインレス コーヒーで。

ライトノート ブレンド® 5袋

487円（税込） 

ソフトなココアと軽く煎ったナッツの繊細なニュアンスが
穏やかに感じられるコーヒー。

スターバックスカテゴリー名

※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9月28日時点のものであり、
   変更になる場合がございます。
※在庫状況により欠品や新規に商品追加ができない商品もございます。予めご了承ください。

ネスレ通販「定期お届け便」取り扱い商品一覧



ー P.20 ー

キャラメル マキアート

6杯分／1杯あたり 約138円～
定期お届け便 832円（税込）～

クラシック キャラメルの味わい。※キャラメルフレーバー使用

カプチーノ

6杯分／1杯あたり 約138円～
定期お届け便 832円（税込）～

濃厚でクリーミーな味わい。

ラテ マキアート

6杯分／1杯あたり 約138円～
定期お届け便 832円（税込）～

まろやかでクリーミーな味わい。

ラテ マキアート（30杯分）

30杯分／1杯あたり 約130円～
定期お届け便 3,916円（税込）～

まろやかでクリーミーな味わい。

コロンビア

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

すっきりとしたナッツを感じさせる味わい。

ライトノート ブレンド®

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

やわらかく穏やかな味わい。

ハウス ブレンド

12杯分／1杯あたり 約69円～
定期お届け便 832円（税込）～

いきいきと調和のとれた味わい。

ハウス ブレンド（60杯分）

60杯分／1杯あたり 約65円～  
定期お届け便 3,916円（税込）～

いきいきと調和のとれた味わい。

抹茶 ラテ

6杯分／1杯あたり 約180円～  
定期お届け便 1,083円（税込）～

なめらかでクリーミーな味わい。

12杯分／1杯あたり 約69円～  
定期お届け便 832円（税込）～

パイクプレイス® ロースト
カカオや炒ったナッツのような風味がほのかに香る
バランスのとれた親しみやすい味わい。

カフェ ラテ

12杯分／1杯あたり 約90円～  
定期お届け便 1,083円（税込）～

カフェで人気のラテ。毎日飲むのにぴったりの味わい。

「ネスカフェ ドルチェ グスト」専用カプセル

930円
1,210円
1,596円
3,108円
4,377円

882円
1,146円
1,512円
2,945円
4,147円

832円
1,083円
1,427円
2,781円
3,916円通常価格4,608円（税込） 

通常価格3,272円（税込） 

通常価格1,680円（税込） 

通常価格1,274円（税込） 

通常価格980円（税込） 

定期便5%OFF 定期便10%OFF 定期便15%OFF
定期お届け便価格(税込)はこちら

目盛り2つ

コーヒーカプセル

目盛り1つ

コーヒーカプセル

目盛り1つ

コーヒーカプセル

目盛り1つ

コーヒーカプセル

目盛り6つ

コーヒーカプセル

目盛り4つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り7つ

コーヒーカプセル

目盛り1つ

コーヒーカプセル

抹茶カプセル

目盛り3つ 目盛り3つ

ミルクカプセル

ミルクカプセル

目盛り6つ

ミルクカプセル

目盛り6つ

ミルクカプセル

目盛り5つ

ミルクカプセル

目盛り5つ
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プレミアム ミックス

カフェ ラテ 4本
なめらかでクリーミーな味わい

1杯あたり 約102円　407円（税込） 

なめらか ソイ ラテ 4本
ダークローストのコーヒーに、
ソイミルクのなめらかさを加えたプラントベースラテ。

1杯あたり 約102円　407円（税込） 

香ばしい オーツ ラテ 4本
ブロンドローストのコーヒーに、
オーツ麦の香ばしさを加えたプラントベースラテ。

1杯あたり 約102円　407円（税込） 

キャラメル ラテ 4本
甘く香ばしいキャラメルの味わい
キャラメル香料使用

1杯あたり 約102円　407円（税込） 

抹茶 ラテ 4本
厳選した抹茶を使用
なめらかでクリーミーな深い味わい

1杯あたり 約102円　407円（税込）

カフェ モカ 4本
とろけるようなチョコレートの風味

1杯あたり 約102円　407円（税込） 

プレミアム ソリュブル

ダーク ロースト 7本
ロースト感のある甘みと、ダークチョコレートを思わせる、
力強くて深いコク。

ブロンド ロースト 7本
あざやかな味わい、やわらかく甘みのある風味、
軽めのコク。

1杯あたり 約58円　407円（税込） 

ミディアム ロースト 7本
ミルクチョコレートとナッツを思わせる、
なめらかでバランスのとれた風味。

1杯あたり 約58円　407円（税込） 

1杯あたり 約58円　407円（税込） 

バランスのよい
なめらかな味わい

パイクプレイス® ロースト
カカオや炒ったナッツのようなほのかな香ばしさに、 
やわらかな酸味をあわせもつコーヒー。丸みをおびた
口あたりとなめらかな後味が特徴です。
1本：10カプセル入り　味わいの強さ：7
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

いきいきとして
調和のとれた味わい

ハウス ブレンド
ラテンアメリカ産の豆をブレンドし、つやつやと輝く
深い栗色になるまで焙煎。ナッツとカカオのニュアンス
に、ローストによるかすかな甘みが特長です。
1本：10カプセル入り　味わいの強さ：8
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

「ネスプレッソ」専用カプセル

コロンビア
すっきりとバランスが取れたナッツとほのかに
フローラルさを感じさせる風味が特長です。

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：7
1杯あたり 約97円　972円（税込） 

すっきりと
バランスがとれた

ナッツを感じさせる風味

ローストの甘みとダーク
ココアのような風味

カフェ ベロナ®
ダークココアのような口あたりで、バランスのとれた豊
かな味わいのコーヒー。チョコレートと一緒に味わうと
よりその甘みが引き立ちます。
1本：10カプセル入り　味わいの強さ：10
1杯あたり 約92円　918円（税込） 

なめらかで
甘みのある味わい

ブロンド エスプレッソ
穏やかでやわらかな味わいが特徴で、
スターバックス®の焙煎では最も軽やかなローストで
仕上げた軽い味わいのエスプレッソ ローストです。
1本：10カプセル入り　味わいの強さ：6
1杯あたり 81円　810円（税込） 

エスプレッソ ロースト
豊かなアロマとやわらかな酸味、濃厚でキャラメルの
ような甘みと深みを出すために長めにローストすること
で、風味を極限まで引き出しています。

濃厚でキャラメルの
ような風味

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：11
1杯あたり 81円　810円（税込） 

ディカフェ エスプレッソ ロースト
豊かなアロマとやわらかな酸味、濃厚でキャラメルの
ような甘みと深みを出すために長めにローストした、デ
ィカフェコーヒー。

濃厚でキャラメルの
ような風味を
ディカフェで

1本：10カプセル入り　味わいの強さ：11
1杯あたり 約86円　864円（税込） 

NEW




