ネスカフェ アンバサダー「ラク楽お届け便」
初回に購入できる商品リスト
「ネスカフェ ドルチェ グスト 」
ご利用の方向け
おすすめの
使い方

どの商品を購入するか、職場のみなさんと一緒にご相談する際などにお使いください♪
印刷し、
商品の横にある
のマークに、購入する予定数を書き込んでおくと、
スムーズに購入できるので便利でおすすめです♪

※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2022年1月12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

スターバックス
カフェ ラテ

コロンビア

カフェで人気のラテ。
毎日飲むのにぴったりの味わい。
12杯分／1杯あたり 約96円

すっきりとしたナッツを感じさせる味わい。

1,146円（税込）

12杯分／1杯あたり 約81円

パイクプレイス® ロースト

ラテ マキアート（30杯分）

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。
12杯分／1杯あたり 約81円

まろやかでクリーミーな味わい。

969円（税込）

30杯分／1杯あたり 約138円

抹茶 ラテ

まろやかでクリーミーな味わい。

1,146円（税込）

6杯分／1杯あたり 約147円

濃厚でクリーミーな味わい。

4,354 円（税込）

6杯分／1杯あたり 約147円

882円（税込）

キャラメル マキアート

ハウス ブレンド

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

いきいきと調和のとれた味わい。
12杯分／1杯あたり 約81円

882円（税込）

カプチーノ

ハウス ブレンド（60杯分）
いきいきと調和のとれた味わい。
60杯分／1杯あたり 約73円

4,147円（税込）

ラテ マキアート

なめらかでクリーミーな味わい。
6杯分／1杯あたり 約191円

969円（税込）

969円（税込）

6杯分／1杯あたり 約147円

882円（税込）

ライトノート ブレンド®
やわらかく穏やかな味わい。
12杯分／1杯あたり 約81円

969円（税込）

ブラックコーヒー
リッチブレンド マグナムパック

レギュラーブレンド（ルンゴ）マグナムパック

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

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。

30杯分／1杯あたり 約55円

1,650 円（税込）

30杯分／1杯あたり 約55円

1,650 円（税込）

リッチブレンド

レギュラーブレンド (ルンゴ)

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。

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。

16杯分／1杯あたり 約61円

969円（税込）

16杯分／1杯あたり 約61円
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969円（税込）

オリジナルブレンド

ロースト ブレンド (ルンゴ インテンソ）

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。

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 ーコーヒー。

16杯分／1杯あたり 約61円

969円（税込）

969円（税込）

16杯分／1杯あたり 約61円

モカブレンド

アイスコーヒーブレンド

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。

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。

16杯分／1杯あたり 約61円

969円（税込）

レギュラーブレンド カフェインレス

コールドブリュー

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。
16杯分／1杯あたり 約61円

969円（税込）

16杯分／1杯あたり 約61円

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。

969円（税込）

12杯分／1杯あたり 約81円

969円（税込）

アメリカーノ リッチアロマ

エスプレッソ インテンソ

豊かな香りと上質なコク。たっぷり楽しめる60
個入り。

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。

60杯分／1杯あたり 約53円

3,209円（税込）

16杯分／1杯あたり 約61円

969円（税込）

ラテ
カフェオレ マグナムパック

フラットホワイト

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。
30杯分／1杯あたり 約50円

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。
16杯分／1杯あたり 約55円

1,512円（税込）

882円（税込）

カフェオレ

ラテ マキアート

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。

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。

16杯分／1杯あたり 約55円

882円（税込）

8杯分／1杯あたり 約110円

882円（税込）

オーツラテ

カプチーノ

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。※乳成分不使用

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。

12杯分／1杯あたり 約96円

1,146円（税込）

8杯分／1杯あたり 約110円

882円（税込）

アーモンドラテ
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。※乳成分不使用
12杯分／1杯あたり 約96円

1,146円（税込）

ティー・ココア
ミルクティー

宇治抹茶

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。

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。

16杯分／1杯あたり 約55円

882円（税込）

16杯分／1杯あたり 約55円

チョコチーノ
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。

8杯分／1杯あたり 約110円

882円（税込）
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882円（税込）

シュガー・カップ・マドラー
ネスカフェ 8オンスカップ
（285㎖ ）50個

スティックシュガー 100本

300 円（税込）

1本あたり 約3円

1本あたり 約9円

440 円（税込）

ネスレ 8オンス パルプリッド 50個

マドラー 210本

1本あたり 約9円

1本あたり 約2円

467円（税込）

ネスカフェ ドルチェ グスト

305円（税込）

コーヒーテイストマップ

ライトボディ

オリジナル
ブレンド

コールド
ブリュー

スターバックス®
ライトノート
ブレンド®

モカブレンド

苦み

酸味

リッチブレンド
スターバックス®
ハウス ブレンド

レギュラー
ブレンド

アイスコーヒー
ブレンド
スターバックス®
パイクプレイス®
ロースト

スターバックス®
コロンビア
ロースト
ブレンド

フルボディ
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レギュラー
ブレンド
カフェインレス

「ネスカフェ アンバサダー」
プログラムで
初めて購入する時に人気のカプセルをご紹介！
※データ算出期間：2021年1月〜10月の購入実績

リッチブレンド
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

16杯分／1杯あたり 約61円

お得な30杯サイズの
ご用意もあります♪

969円（税込）

リッチブレンド マグナムパック

1,650円（税込）

30杯分／1杯あたり 約55円

2

3
カフェオレ

レギュラーブレンド (ルンゴ)

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。

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。

969円（税込）

16杯分／1杯あたり 約61円

お得な30杯・60杯サイズの
ご用意もあります♪

お得な30杯サイズの
ご用意もあります♪

カフェオレ マグナムパック
30杯分／1杯あたり 約50円

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55円

882円（税込）

16杯分／1杯あたり 約55円

1,512円（税込）

カフェオレ（60杯分）

1,650円（税込）

60杯分／1杯あたり 約46円〜
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2,945円（税込）

5

チョコチーノ

キャラメル マキアート

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。

8杯分／1杯あたり 約110円

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

882円（税込）

6杯分／1杯あたり 約147円

商品を選 ぶ際 のご参 考にしてください♪
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882円（税込）

どの商品を購入すればいいの？とお悩みの方向けに、
初めての方におすすめのセットをご用意しております
セットはあなたの職場 の利用人 数に合わ せてお選 びください♪
5人以下の職場向け

バラエティ豊富な人気のカプセルセット！初めての方におすすめ

内容
・レギュラーブレンド（ルンゴ）マグナムパック （30杯分）
・リッチブレンド マグナムパック （30杯分）
・カフェオレ マグナムパック（30杯分）
・スターバックス キャラメル マキアート （6杯分）
・チョコチーノ （8杯分）

×1箱
×1箱
×1箱
×1箱
×1箱

1日あたり1人2杯飲む場合、
飲用人数3人で約17日間分となります。

5人以下の職場向け

人気のコーヒーメニューのカプセルセット！初めての方におすすめ

内容
・レギュラーブレンド（ルンゴ）マグナムパック （30杯分）
・リッチブレンド マグナムパック （30杯分）
・スターバックス ハウス ブレンド （12杯分
・カフェオレ マグナムパック（30杯分）
・スターバックス ラテ マキアート （6杯分）

×1箱
×1箱
×1箱
×1箱
×1箱

1日あたり1人2杯飲む場合、
飲用人数3人で約18日間分となります。

5人以下の職場向け

価格

7,176円（税込）

バラエティ豊富な人気のカプセルセット！初めての方におすすめ

内容
・レギュラーブレンド（ルンゴ）マグナムパック （30杯分）
・リッチブレンド マグナムパック （30杯分）
・スターバックス ハウス ブレンド （12杯分）
・カフェオレ マグナムパック（30杯分）
・スターバックス ラテ マキアート （6杯分）
・ミルクティー （16杯分）
・スターバックス キャラメル マキアート （6杯分）
・チョコチーノ （8杯分）

×2箱
×2箱
×2箱
×2箱
×2箱
×1箱
×1箱
×1箱

1日あたり1人2杯飲む場合、
飲用人数8人で約15日間分となります。

価格

15,972円（税込）

バラエティ豊富な人気のカプセルセット！初めての方におすすめ

内容
・レギュラーブレンド（ルンゴ）マグナムパック （30杯分）
・リッチブレンド マグナムパック （30杯分
・スターバックス ハウス ブレンド （12杯分）
・カフェオレ マグナムパック（30杯分）
・スターバックス ラテ マキアート （6杯分）
・ラテ マキアート （8杯分）

×2箱
×2箱
×2箱
×2箱
×2箱
×2箱

1日あたり1人2杯飲む場合、
飲用人数8人で約15日間分となります。

注文する量が分からない方は、
便利ツール
「コーヒーはかる君」
をご活用ください。

6,663円（税込）

×1箱
×1箱
×2箱
×2箱

1日あたり1人2杯飲む場合、
飲用人数3人で約19日間分となります。

6人〜10人の職場向け

価格

ブラックコーヒー飲み比べセット！

内容
・レギュラーブレンド（ルンゴ）マグナムパック （30杯分）
・リッチブレンド マグナムパック （30杯分）
・スターバックス ハウス ブレンド （12杯分）
・オリジナルブレンド （16杯分）

6人〜10人の職場向け

6,576円（税込）

価格

https://nestle.jp/amb/measure/
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価格

15,089円（税込）

