
※還元はネスレショッピングポイントに換算

※

※

お肉中心の食生活をする犬や猫の成長や健康維
持には、肉や魚に含まれるたんぱく質の役割が非常に大
きく、内臓や筋肉、皮膚
被毛の維持をサポート
します。

おすすめの製品

（排泄物）をよく見ましょう

水は体温を調節し、体中に栄養を運び、老
廃物を排出する働きがあります。体内
の水分量が不足してしまうと、脱水症状を
引き起こしたり膀胱炎・尿路結石などの
病気になりやすくなってしまいます。
総合栄養食のドライフードと合わせ、
ウェットフードを活用するなど、水分摂取
の機会を増やす工夫をしましょう。

　食べたフードからしっかり
と栄養が摂取できていれば、小さくて
コロコロとしたうんちになります。

※例外として、毛玉ケア・体
重ケアの一部製品は食物繊
維を多く含むため、うんちが
多くなることがあります。

うんち
3

おすすめの
製品

あなたの愛犬・愛猫にぴったりの食事をピュリナ製品からお選びください

たんぱく質の役割が非常に大

※掲載している商品は一例です。製品パッケージは変更する場合があります。製品パッケーす。製 更する場合ジは変

7歳

11歳
15歳

成長段階に応じ、運動や代謝能
力が変化するため必要とするカロリーに違いがあります。
月齢・年齢に合わせたフードを選びましょう。

4
シニア までのケアで健康寿命延伸を

めざそう！
れば、小さくて
なります。

※還元はネスレショッピングポイントに換算

※

※イメージ

わんにゃんアンバサダー
会員様特別価格！

お届け頻度が
1/2/3ヶ月ごとから選べる

特長  1

特長  2

特長  3

1回のお届けが4,000円（税込）以上で
送料無料！

ご利用開始後にも
商品の種類・数量変更可能！

※イメージ

健康寿命延伸を
サポート

安定した
運営

保護活動を
サポート

保護犬・猫の新生活

保護犬・猫を譲渡

 ハッピー
サイクル

ピュリナ

保護猫カフェや
保護団体 保護犬・猫の

新しい飼い主さんお買い上げ金額の５％を施設・団体様に還元！
利用すれば利用するほど社会貢献に！

（1ショッピングポイント=1円）

ネスレ通販オンラインショップで
ご利用いただける

2,000ショッピングポイント

ピュリナ製品のドッグフード・
キャットフードが、いつでも

プレゼント！

全国の保護施設（猫カフェ含）や団体様からご紹介された里親様だけが

ご利用いただける、ネスレ通販「わんにゃんアンバサダー」オンラインショップ

を開設しております。「わんにゃんアンバサダー」にご登録いただくと、会員

様限定価格でドッグフード・キャットフードをご購入いただけるほか、様々

な特典をご用意しております。

そして、お買い上げいただいたご購入金額の5％があなたが応援したい各

施設や団体様に還元され、運営サポートにつながる仕組みとなっており

ます。ぜひご賛同いただき、ご利用くださいますようご案内申し上げます。

もれなく

愛犬・愛猫のウェルネスを追求する「ピュリナ」の研究
ピュリナは、創業1902年、100年以上の歴史をもつ、グローバルペットケアカンパニー
です。アメリカ、スイス、フランス、オーストラリアの研究所には、獣医師、栄養学者、動物
行動学者、微生物学者、栄養生化学者、免疫学者からなる500人以上の科学者が研究を
続け、2,500件以上のペットの栄養に関する特許を取得・申請しています。

ペットの研究結果を反映し健康寿命延伸に寄与するピュリナ製品のご使用をお勧めいたします。

を摂りやすく工夫しましょう

7歳

11歳
15

化するため必要とするカロリ に違いがあり
年齢に合わせたフードを選びましょう。

ピュリナ ワン
キャット
避妊・去勢した
猫の体重ケア
ターキー

ピュリナ ワン
ドッグ
ほぐし粒入り
１～６歳 成犬用
チキン

モンプチ
まぐろスープ
かにかま・
しらす入り

ピュリナ ワン 
パウチ 
避妊去勢した
猫の体重ケア
チキン

「わんにゃんアンバサダー」オンラインショップのご利用に関しましては中面をご覧ください ⇒
す。合があります

にゃ「わんに バサゃんアンバサダー」

初回登録時
特　典

いつでもお得に
ショッピング！

安心・便利なサポート

対応内容：わんにゃんアンバサダーのご登録および解約に関するお問合せ、配送に関するお問合せ
※上記以外の内容にてお問合せをいただいた場合は、回答にお時間をいただく場合がございます。

ピュリナがご提案する正しい食事の選び方・考え方

0120-223-282（平日9:00-17:00）

ピュリナってどんな会社？

お問合せは…   わんにゃんアンバサダーコールセンター

愛犬・愛猫の
フードを購入 をよく見ましょう原材料

1
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引
病
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水 分



新規会員登録画面にアクセスして、必要事項を入力し会員登録を完了してください。（登録無料）

「わんにゃんアンバサダー」専用サイトにアクセスしてください。

リストから施設・団体を選択

まずは「ネスレ会員」登録をお済ませください。
すでにネスレ会員への登録が完了している方は、　 に進んでください。

「わんにゃんアンバサダー」専用サイトが製品購入の入り口です。

●パソコンから
http://p.nestle.jp/register

https://order.nestle.jp/ec/customer/account/

・3回以上の継続がお約束となります
・1回のお届けが4,000円（税込）以上の
　ご注文より送料無料

※施設・団体名をお間違えになりませんよう
　お気をつけください。

お届け間隔（1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月）を選択　

ご注文時のご注意

下の二次元コードから読み取りください。

下記のURLにアクセス

●パソコンから
https://shop.nestle.jp/front/contents/wannyan/

下記のURLにアクセス

●スマートフォンから

下の二次元コードから読み取りください。
●スマートフォンから

「ご注文手続きへ進む」 をクリック

「カートに入れる」 をクリックして

2回目以降のお届けや内容は、マイページから変更可能です。

マイページへのログインが求められます

「施設・団体の選択・お申し込み」のリストから施設・団体を探す

施設・団体名を選択して申し込む ご注文内容の確認

ご注文完了です

選んだ施設・団体名の枠内にある
「申し込む」をクリック（タップ）してください。

各情報をご確認、ご入力いただいたうえで、
最後に「注文確定」をクリックしてください。

●お届け先住所
内容に誤りがないかご確認ください。

●お届け希望日時
お届け日時に希望がある場合は、ここで
ご指定ください。

●クーポンコード
クーポンをお持ちの場合はクーポンコード
を入力し「適用する」をクリックしてください。
お持ちでない場合は、空欄にしてください。

●ショッピングポイント
ショッピングポイントの利用設定を変更する
場合は「変更する」をクリックして変更して
ください。

●お支払方法
お支払方法を選択してください。
新しいクレジットカードを利用される際は、
「注文確定」をクリックしたのちにクレジット
カード情報入力画面に切り替わります。

●アンケート
お手数ですが、必ずご協力ください。

施設・団体名はあかさたな索引で探すことが
できます。
クリックすると各行の施設・団体名が五十音
順で表示されます。

ウェブページ上部の「施設・団体の選択・お申し込みをクリック
スマートフォンでは右側のメニューから「施設・団体の選択・お申し込み」をタップ

専用ページから製品をご購入

選択した施設・団体専用のネスレオンライン
ショップが開きます。
ここからお好きな製品をご購入いただけます。

「ネスレ会員」にログイン

「ネスレ会員」への登録時に入力した情報を
入力して、ログインしてください。

ログイン後注文確認画面に変わります。

※ログインが省略となる場合もあります。
「ネスレ会員」への登録時に入力した情報を
入力して、ログインしてください。

ログイン後マイページに変わります。

（プルダウンまたは＋ -で選択）

※お届け便注文時に4,000円（税込）以上購入
し送料が無料であっても、購入製品変更後に
購入金額が4,000円を下回った場合、送料が
発生します。

購入製品ごとに数量を選択

お申し込み方法の注意点をよく読んだ
うえで、「同意する」をクリックしチェック
を入れて、施設の選択画面に進んでくだ
さい。
ここにチェックが入っていないと施設・団
体の選択に進むことができません。

愛犬・愛猫を迎えられた施設・団体名もしく
は応援したい施設・団体名を選んでください。

✓
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