
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。

0120-223-282（平日9:00-17:00）
お問合せは…   わんにゃんアンバサダーコールセンター

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

2回目以降のお届けやご注文内容は、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

「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。

わんにゃんアンバサダーオンラインショップ・マイページのご利用方法

こちらで貯まった
ショッピングポイントの
確認と自動利用の設定が
できます。
・新規登録の購入後に自動付与
される10,000ショッピング
ポイントをご利用の場合は、
こちらをご確認ください。

◆変更できる項目
・お支払い方法・カード情報
・お届け先・お届け日
・お届け製品

次回注文内容の
変更ができます。

お客様情報の
確認・変更ができます。
・「事前登録」時にご登録い
ただいた施設・団体につ
いての情報です。

※還元はネスレショッピングポイントに換算

わんにゃんアンバサダー
会員様限定価格！

お届け頻度が  
1ヶ月/2ヶ月から選べる
特長  1 特長  2 特長  31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！

（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

10,000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！

ネスレ ピュリナ ペットケアは、社会貢献活動の一環として猫カフェや施設様

および各施設からのご紹介者様専用のネスレ通販オンラインショップ

〈わんにゃんアンバサダー〉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社会貢献活動に参加できる

だけではなく、ワンちゃんやネコちゃん、施設や団体、そして飼い主のみな

さまがよりハッピーになるサービスをご利用いただけます。また、ご紹介者

様が専用サイトで購入された売上金額の5％を施設や団体様の活動資金と

して還元いたします。ぜひご加入をご検討ください。

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。

初回登録時
特典

いつでもお得に
ショッピング！

施設・団体様限定のお得な
大袋をご用意

安心・便利なサポート

ネスレ ピュリナ ペットケアについて

※イメージ※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

愛犬・愛猫の
フードを購入

猫カフェおよび各施設のみなさまへ

※

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

キャットフード・ドッグフードやネスレ製品カフェメニューの定期便購入で、施設や団体様の運営に貢献します。

「ネスレ プロパック キャット」
9.5㎏／15.3kg

「プロプラン ドッグ」
20kg



わんにゃんアンバサダーご登録方法

右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

ご利用には、〈わんにゃんアンバサダー〉事前登録登録、
ネスレ会員登録が必要となります。

〈わんにゃんアンバサダー〉
施設・団体様専用サイトが
ご登録、ショッピングご利用の

入り口です。

わんにゃんアンバサダー お申し込み完了

必須 項目に入力して
[完了] をクリックして
ください

ネスレグループからのメールをチェックしてください。

ネスレグループからご登録のメールに「わんにゃんアンバサダーお申込みについて」
のメールが送付されています。メールからも購入ページを開くことができます。

わんにゃんアンバサダー 事前登録｜お届け先情報登録に入力

「わんにゃんアンバサダー」のご利用は、すぐに可能になります。
ご購入・ご利用方法は、右扉ページをご覧ください

[ネスレ会員登録 ]をクリックしてください。ネスレ会員ではない方 1

[わんにゃんアンバサダー事前登録]を
クリックしてください。

すでにネスレ会員の方 2

以下、氏名、住所、
お電話番号、生年月日
など必須項目を入力し、
次へをクリックして
ください。

メールアドレスとパスワードを入力
今後ログインに必要になります。
お間違えのないよう入力してください。

ご登録済みのメールアドレスと
パスワードを入力し、
[ログインしてから申し込み]を
クリックしてください。

「確認メールの送付」のご案内ページが表示されます。
同時にご登録のメールアドレスにネスレグループから
の「登録完了のお知らせ」メールが送信されます。

「確認メールの送付」認証キー
入力枠に「登録完了のお知らせ」
メールに記載された数字を入力
して、[登録して申し込みに進む]
をクリックしてください。
事前登録に移ります。

・お届け先名称
施設・団体名を入力してください。
　
・お届け先部署
必要に応じて入力してください。
指定がない場合は空欄で構いません。
　
・ご担当者名
ご発注者のお名前を入力してください。

●パソコンから 下記のURLにアクセス

1

2

わんにゃんアンバサダー施設・団体様専用サイトにアクセス

https://shop.nestle.jp/front/contents/ambassador/wannyan/

わんにゃんアンバサダー事前登録

ネスレ会員登録ネスレ会員登録

リストから施設・団体を選択
・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。

※ご注文内容の確認前にログインを
　求められる場合があります。

お届け間隔（1ヶ月・2ヶ月）を選択　

ご注文時のご注意

「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

リストリスリリリス から施設・団設 団団設 団設 団設 団団体を選択択択択択

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。

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。

運営されている施設・団体名を選択

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。

ご注文内容の確認

「ネスレ会員」にログイン

専用ページから製品を購入

「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。

（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

オンラインショップでのご購入・ご利用方法

※お申し込みの合意をいただいてから専用サイト開設まで、約1ヶ月必要となります。

ご注文完了です

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。

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



フィリックス 
やわらかグリル

『健康に違いが見えてきます』
愛猫の健康のために必要
な〈健康６要素〉を満たす
栄養素をバランスよく配合
し、健康で長生きな生活を
美味しくサポートします。

愛して止まないネコちゃん
との「しあわせ時間」を提
供する「モンプチ」。
美味しさにこだわったプレ
ミアムフードです。

成長段階、体質などに合わ
せ、厳選された良質の素材
を使用し、最先端の科学技
術をもって”実証” ”最適化”
された、ピュリナ最高峰の
プレミアムニュートリション
フードです。

お求めやすい会員様限定 価格を設定しております。

「ピュリナ プロプラン ドッグ」　 「ピュリナ プロプラン キャット」　 「ピュリナ ワン キャット」　

「ピュリナ ワン ドッグ」　

■掲載のラインナップ以外にも取り揃えております。

デキるネコさんが大好き
な、美味しさと栄養バラン
スが整った総合栄養食
「ピュリナ フィリックス」

チキン

チキン

2.5kg

2.5kg

小型犬 成犬用 
筋肉バランスのサポート

中型犬・大型犬 成犬用
筋肉バランスのサポート

1,580円ピュリナ ワン ドッグ  2.1kg

全製品　　57円 

405円
255円

62円
71円
62円

ミアムフードです。

「ピ リナ プ プラ ド グ

※価格はすべて税込です

※価格はすべて税込です

■掲載のラインナップ以外にも取り揃えております。※価格はすべて税込です

※製品ラインナップは予告なく変更となる場合があります。

※製品ラインナップは予告なく変更となる場合があります。

■掲載のラインナップ以外にも取り揃えております。※価格はすべて税込です

チキン

サーモン

サーモン

チキン

サーモン

チキン

1.3kg

1.3kg

1.3kg

1.3kg

1.3kg

1.3kg

2,264円
2,058円

2,264円

2,058円
2,058円
2,058円

2,779円
2,525円

2,779円

2,525円

2,525円

2,652円

子猫用

成猫用
避妊・去勢した猫の
ダイエットフード

室内飼い猫用

皮膚・被毛の健康ケア

７歳以上の成猫用

通常価格

通常価格

1,880円
1,880円
  138円

ピュリナ ワン キャット  2.2kg
ピュリナ ワン グレインフリー  1.6kg 
ピュリナ ワン キャット ウェット 85g

1,425円
1,425円
112円

通常価格通常価格

2,652円
2,525円
2,525円

2,779円

2,525円
2,779円

しし、健康で長生きな生活を
美味し味しくサポくサポートしートします。ます

「ピュュリナ ワン キャット」　

「ピュリナ ワン ドッグ」 通常価格

1,880円
1,880円
  138円

ピュリュ ナ ワン キャット 2.2kg
ピュリュ ナ ワン グレインフリー 1.6kg 
ピュリナ ワン キャット ウェット 85g

1,425円
1,425円
112円

通常価格

フ ドです。 小
筋

中
筋

わんにゃんアンバサダー お届け便 〈お取り扱い商品〉

各種コーヒー・紅茶・菓子等も 多数ご用意しております。

フィリックス 
我慢できない隠し味 ゼリー

フィリックス 
我慢できない隠し味 ソース

フィリックス 
やわらかグリル

全製品　　57円

■掲載のラインナップ以外にも取り揃えております。※価格はすべて税込です

■掲載のラインナップ以外にも取り揃えております。※価格はすべて税込です

1,580円1580円ピュリナ ワン ドッグ  2.1kg

フィリックス
我慢できない隠し味 ゼリー

フィリックス 
我慢できない隠し味 ソース

避妊去勢した猫の体重ケア  ターキー
避妊去勢後からすべての年齢に

1歳までの子ねこ用  チキン
妊娠・授乳期の母猫用

15.3kg 7,403円

9.5kg　4,598円

ネスレ プロパック
キャット

施設・団体様専用製品

ク

おすすめ！

2,946円

2,565円

3,611円

3,143円3,143円

3,611円

全犬種　全年齢用
パフォーマンス チキン 20kg 8,140円

モンプチ ナチュラル（バック） 各種
モンプチ ドライ（ボックス）　 各種

モンプチ スープ                   各種
モンプチ プチリュクス          各種
モンプチ 缶                       各種

各種 
各種
各種

各種 1,278円
「ピュリナ デンタライフ」  51g

各種 261円

モンプチ クリスピーキッスグレインフリー 24g 各種
モンプチ ピューレKISS  40g     　　　 各種
モンプチ ナチュラルキッス  40g   　　  各種
モンプチ クリスピーキッス  180g 　　  各種

163円
163円
173円
690円

「モンプチ」 ドライ 「モンプチ」 スナック

「ピュリナ フィリックス」

「モンプチ」 ウェット

1 880円
1 880円
138円

フ」51g

科学的に設計された
美味しいデンタル
ケア スナック

※製品ラインナップは予告なく変更となる場合があります


