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マイページとは、お客様の情報管理や、ご注文内容確認・変更を行うページです。
本冊子では、便利なマイページの使い方をご紹介いたします。

「今月はお届け日を変更したい」というときは、
WEBでお届け日の変更ができます。
次回お届け予定日の12日前までに変更してください。（詳しくは ⇒ P.3）

「いつもと違う商品を試してみたい」、
「今月は多め /少なめに注文したい」という場合も、
WEBで変更できます。（詳しくは ⇒ P.5）

前に届いた商品がまだ余っている、
次回お届けまでには無くなってしまう（足りない）、
などでお困りの場合は、WEBでお届け頻度を変更できます。（詳しくは ⇒ P.7）

使い方がわかれば、より便利に！

1か月
コース

2か月
コース

お届け日はWEBでカンタンに変更可能

お届けする商品や数量も変更可能

お届け頻度も変更可能

「定期お届け便」の内容確認・変更はマイページから行えます。

ご存じ
ですか？

次回お届け時だけに商品を追加して同送して欲しい、という場合は、
WEBで「コース外の商品」を追加していただけます。（詳しくは ⇒ P.9）

次回お届け時に商品を追加することが可能

定期お届け便の変更について
ご変更について
○ 次回以降のお届け内容は、お客様ご自身でマイページからご変更いただけます。
○ 次回または次回以降の「お支払方法（代金引換払いまたはクレジットカード支払い）」がご変更
　いただけます。
　注：一部代金引換払いでのお支払が不可のコースもございますのであらかじめご確認ください。
○ 次回または次回以降の「お届け先」をご変更いただけます。
○ 次回または次回以降の「お届け商品」や「お届け数量」をご変更いただけます。
※お届け予定日の12 日前までに変更をご完了ください（年末年始・ゴールデンウィーク・
　お盆休みなどの長期休暇期間は、余裕を持って12日前よりお早めにご完了ください）。

ご解約について
○ 3 回以上のご継続がお約束となります（栄養補助食品を除く）。
　 4 回目以降はいつでも解約を承りますので、次回お届け予定日の12 日前までにネスレ通販
　 コールセンターへご連絡ください（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休みなどの
　 長期休暇期間は、余裕を持って12日前よりお早めにご連絡ください）。
○ 特にご連絡がない場合は、自動的に商品をお届けいたします。
　※定期お届け便のコースによってはご解約条件がある場合がございますが、解約のご連絡を
　　いただいた際にコールセンターにてご案内させていただきます。
○ 解約のご連絡につきましては、ご注文者ご本人様からのご連絡をお願いいたします。
○ 「定期お届け便」にご加入いただいた場合、マシンの無料修理期間はマシンのお買い上げ日から
　 最長 5年間とさせていただいておりますが、「定期お届け便」を解約された時点で
　 本保証延長は失効いたしますので、ご了承ください（ただし、マシン登録をされている場合は、
　 1年間の保証延長はそのまま継続となります）。

メールアドレスのご登録のない、お電話でのご注文の方のご変更につきましては、
ネスレ通販コールセンター 0120-600-868 （受付時間 24 時間 年中無休）に、
次回お届け予定日の12日前までにご連絡ください（年末年始・ゴールデンウィーク・
お盆休みなどの長期休暇期間は、余裕を持って12日前よりお早めにご連絡ください）。

0149342172

マイページの使い方 マイページの使い方

定期お届け便の内容は、お客様のマイページから　ご確認・ご変更いただけます

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

STEP
1

STEP
2

ネスレ通販オンラインショップ TOPから   　　　　　　ボタンをクリックしてください。

お客様の「ログイン ID（メールアドレス）」、「パスワード」を入力し、
                                         ボタンをクリックしてください。

パスワードがわからない方は、パスワードを忘れた方はこちらから再登録できます。

お客様が登録されているネスレ会員情報（メールア
ドレス、ご住所など）をご確認・ご変更いただけます。

ネスレ会員情報の確認・変更5

ご注文いただいた頒布会のご注文内容の確認と、次回
お届け以降のお支払い方法をご変更いただけます。

頒布会のご注文内容確認4

現在お使いのマシン以外に、ご希望のマシンのレン
タルをお申し込みいただけます。

追加で使用するマシンを選ぶ3

お客様が保有されているネスレコイン数、使用
方法などをご確認いただけます。

ネスレコインの確認8

ご注文の確認・変更
過去の購入履歴や、予約商品についてご確認いただ
けます。

1

定期お届け便のご注文内容確認・変更
定期お届け便のご注文内容のご確認・変更、次回お届け
時の同送商品のご注文をしていただけます。

2

シリアルコードやラッキーナンバーをお持ちの方が
ご入力いただくメニューです。

シリアルコード／ラッキーナンバーを入力6

お客様が保有されているショッピングポイント数、
付与履歴、ショッピングポイント使用設定などをご
確認・ご変更いただけます。

ショッピングポイントの確認・設定7

マイページへのアクセス パソコン、スマートフォン、タブレットでアクセスしてください

※画面のデザインや表現は一部変更になることがございます。

あなたが変更したいメニューは？マイページの「定期お届け便のお届け内容変更」メニュー
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１
お届け予定日時
を変更する

2
お届け予定商品
を変更する

3
お届け間隔
を変更する

4
コース外の商品
を追加する

5
他の商品
を追加する

p.3-4 p.5-6 p.7-8 p.9-10 p.11-12

マイページトップ マイページでお客様の履歴や登録状況をいつでもご確認いただけます。
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1．お届け予定日時を変更する

「定期お届け便 注文内容確認」が表示されますので、お客様の変更をご確認いただき、
　　　　　　　　  ボタンをクリックしてください。

4
変更を確定する

3 お届け希望日とお届け希望時間帯をお選びください。

完了すると一覧の画面に戻り、自動的に
「【ネスレ通販】定期お届け便の内容変更を承りました」というメールが送信されます。

※画面のデザインや表現は一部変更になることがございます。

1

2

マイページトップメニューから
「定期お届け便のご注文内容確認・変更」の
次回の注文内容を変更するをクリックしてください。

お客様が購入されている定期お届け便の一覧の中から、
変更されたいコースの注文内容を変更するをクリックします。
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４ 新たに商品を追加されたい場合は、
追加可能商品一覧からご希望の商品の「数量」をプルダウンからお選びいただき、
「＋追加する」をクリックしてください。

3 お届け情報変更画面が表示されますので、
現在ご購入の商品の「数量」を変更されたい場合は、 お届け予定商品の
中の該当する商品の「数量」をプルダウンよりお選びください。

現在ご購入の商品のうち一部を削除する場合は、 
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2．お届け予定商品を変更する（コース内商品）
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マイページトップメニューから
「定期お届け便のご注文内容確認・変更」の
次回の注文内容を変更するをクリックしてください。

お客様が購入されている定期お届け便の一覧の中から、
変更されたいコースの注文内容を変更するをクリックします。
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2

マイページトップメニューから
「定期お届け便のご注文内容確認・変更」の
次回の注文内容を変更するをクリックしてください。

お客様が購入されている定期お届け便の一覧の中から、
変更されたいコースの注文内容を変更するをクリックします。

変更メニュー　２ 変更メニュー　２

４ 新たに商品を追加されたい場合は、
追加可能商品一覧からご希望の商品の「数量」をプルダウンからお選びいただき、
「＋追加する」をクリックしてください。

3 お届け情報変更画面が表示されますので、
現在ご購入の商品の「数量」を変更されたい場合は、 お届け予定商品の
中の該当する商品の「数量」をプルダウンよりお選びください。

現在ご購入の商品のうち一部を削除する場合は、 
該当する商品の右端にある「×削除する」をクリックしてください。

2．お届け予定商品を変更する（コース内商品）

「定期お届け便 注文内容確認」が表示されますので、お客様の変更をご確認いただき、　　
　　　　         　　ボタンをクリックしてください。

5
変更を確定する

完了すると一覧の画面に戻り、自動的に
「【ネスレ通販】定期お届け便の内容変更を承りました」というメールが送信されます。
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3. お届け間隔を変更する
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お客様が購入されている定期お届け便で変更できるお届け間隔をプルダウン
で選択し、 ボタンをクリックしてください。

確認画面で表示されている内容が正しければ、
ボタンをクリックしてください。

2

マイページトップメニューから
「定期お届け便のご注文内容確認・変更」の
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お客様が購入されている定期お届け便の一覧の中から、
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完了すると一覧の画面に戻り、自動的に
「【ネスレ通販】定期お届け便の内容変更を承りました」というメールが送信されます。
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4.コース外の商品を追加する（次回のお届けのみ）
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追加したい商品の　 ボタンをクリックしてください。

定期お届け便注文内容確認画面で選択した商品が「コース外」として追加されて
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※商品は一例です

完了すると一覧の画面に戻り、自動的に
「【ネスレ通販】定期お届け便の内容変更を承りました」というメールが送信されます。
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次回の注文内容を変更するをクリックしてください。

お客様が購入されている定期お届け便の一覧の中から、
変更されたいコースの注文内容を変更するをクリックします。

3 ページ下部の　他の商品も追加する  ボタンをクリックしてください。

※画面のデザインや表現は一部変更になることがございます。

4 ポップアップ画面が表示されますので追加する商品の数量を変更し、
「追加す         る」   ボタンをクリックしてください（ポップアップ画面が閉じます）。まとめて追加する

「定期お届け便 注文内容確認」が表示されますので、お客様の変更をご確認いただき、　　
　　　　         　　ボタンをクリックしてください。
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変更を確定する

完了すると一覧の画面に戻り、自動的に
「【ネスレ通販】定期お届け便の内容変更を承りました」というメールが送信されます。
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お客様が購入されている定期お届け便の一覧の中から、
変更されたいコースのコース外の商品を追加するをクリックします。

確定する

次回のお届けに追加する

※商品は一例です

完了すると一覧の画面に戻り、自動的に
「【ネスレ通販】定期お届け便の内容変更を承りました」というメールが送信されます。

※画面のデザインや表現は一部変更になることがございます。
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お客様が購入されている定期お届け便の一覧の中から、
変更されたいコースの注文内容を変更するをクリックします。

3 ページ下部の　他の商品も追加する  ボタンをクリックしてください。

※画面のデザインや表現は一部変更になることがございます。

4 ポップアップ画面が表示されますので追加する商品の数量を変更し、
「追加す         る」   ボタンをクリックしてください（ポップアップ画面が閉じます）。まとめて追加する

「定期お届け便 注文内容確認」が表示されますので、お客様の変更をご確認いただき、　　
　　　　         　　ボタンをクリックしてください。

5
変更を確定する

完了すると一覧の画面に戻り、自動的に
「【ネスレ通販】定期お届け便の内容変更を承りました」というメールが送信されます。

定期お届け便Ｑ＆Ａ 定期お届け便Ｑ＆Ａ

お届け日
変更

１2日前
までに
手続き

14日

2日

Ｑ. 次の配達予定日より早く商品を受け取りたいのですが、
　　早めに届けてもらうことはできますか？
Ｑ. 次の配達予定日より早く商品を受け取りたいのですが、
　　早めに届けてもらうことはできますか？

次回お届け予定日時をお客様のマイページで
ご変更いただくことが可能です。
（早める・遅らせるの両方が可能です）。　
なお、ご変更の手続きは、次回お届け予定日の
12日前までにご完了ください 
（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休みなどの
長期休暇期間は、余裕を持って12日前よりお早めに
ご完了ください）。

Ａ.

よくあるご質問

変更方法は

P.3へ20日

（例）20日お届け予定日を14日に前倒し変更する場合

13 14

Ｑ.商品の数量を変更したり、追加したりできますか？

Ｑ.「クレジットカードでのお取引を完了することができません」
　という内容のメールが届きました。どうすればいいですか？
　（定期お届け便の商品が届きません）

～クレジットカード払いでのご注文につきまして～
カード有効期限切れなどで2回目以降のお取引が完了できない場合には、
クレジットカード情報変更依頼のメールを送信しております。 
誠に恐れ入りますが、メールのリンク先からカード情報を更新していただくか、
代金引換払いにご変更ください
（代金引換払いの場合は、代引き手数料 324円が別途かかります）。

Ａ.

Ａ.

お客様のマイページで商品の数量のご変更や、
商品を追加していただくことが可能です。　
なお、ご変更の手続きは、次回お届け予定日の
12日前までにご完了ください
（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休みなどの
長期休暇期間は、余裕を持って12日前より
お早めにご完了ください）。

変更方法は

P.5へ

数量変更 追加

ＯＫ

Ｑ.解約するにはどうすればよいですか？

Ａ. 3回以上のご継続がお約束となります（栄養補助食品など除く）。
4回目以降はいつでも解約を承りますので、
次回お届け予定日の12日前までに下記のお問い合わせ先へご連絡ください
（年末年始・ゴールデンウィーク・お盆休み等の長期休暇期間は、余裕を持って
12日前よりお早めにご連絡ください）。

※特にご連絡がない場合は、自動的に商品をお届けいたします。
※定期お届け便のコースによってはご解約条件がある場合がございますが、解約のご連絡
をいただいた際にコールセンターにてご案内させていただきます。
※解約のご連絡については、ご注文者ご本人様からのご連絡をお願いいたします。
※「定期お届け便」にご加入いただいた場合、マシンの無料修理期間はマシンのお買い上げ
日から最長5年間とさせていただいておりますが、「定期お届け便」を解約された時点で
本保証延長は失効いたしますので、ご了承ください（ただし、マシン登録をされている
場合は、1年間の保証延長はそのまま継続となります）。
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お客様のカードの有効期限切れなどの理由で次回お届け分の決済ができない
場合に表示されます。
メッセージの文中の「こちら」をクリックすると、お支払い方法選択画面が表示
されます。

クレジット支払い を選んで をクリックすると、決済代行会社のカード
情報入力画面が表示されますので、あらためてカード情報をご入力ください。

また、お支払い方法選択画面では、代金引換払いに変更することも可能です。
※お申し込みいただいている定期お届け便コースによっては代金引換払いを
　お選びいただけない場合がございます。

Ａ.

よくあるご質問

15 16

Ｑ.　「追加で使用するマシンを選ぶ」というメニューが
　　ありますが、これはどういう機能ですか？

お客様がお持ちで無いマシンを追
加で使用されたい場合、こちらの
メニューからのお申し込みで、レン
タルしていただくことが可能です。

■ サービス内容
現在購入されている定期お届け便に商品を追加していただくことで、まだお持ち
でないマシンをレンタルしていただける（貸し出し）サービスです。
■ お申し込みから商品お届けまでの流れ
１．マイページの「追加で使用するマシンを選ぶ」メニューから、ご使用になりたい
　 マシンをお申し込みください。

２．現在購入されている定期お届け便に、１．で申し込まれたマシンのカプセル・ 
   エコ＆システムパック・ボトルコーヒーなどの商品を追加してください。
例）「バリスタ」をご希望の場合「エコ＆システムパック」を最低 1本追加してください。
　 「スペシャル.T」をご希望の場合は「スペシャル.T専用カプセル」を最低１箱追加して
　  ください。

３．追加でお申し込みいただいたマシンは、お客様の次回のお届け商品とは別に 
    お届けいたします。

「追加で使用するマシンを選ぶ」メニューについて

Ａ.

注意点
「追加で使用するマシンを選ぶ」からお申し込みをされた後、必ず追加された
マシンの商品（カプセル・エコ＆システムパック・ボトルコーヒーなど）をお客様が
購入されている定期お届け便コースに追加してください（追加されていない場合
はマシンをお届けすることができません）。

定期お届け便の商品と、追加のマシンのお届けは別々となります。既にお客様が
お持ちのマシンは、「追加で使用するマシンを選ぶ」からお申し込みされましても
お届けすることができませんので、まだお持ちで無いマシンをお選びください。

●

●

次へ進む

※画面のデザインや表現は一部変更になることがございます。
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ご完了ください）。

Ａ.

よくあるご質問

変更方法は

P.3へ20日

（例）20日お届け予定日を14日に前倒し変更する場合
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Ｑ.解約するにはどうすればよいですか？
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例）「バリスタ」をご希望の場合「エコ＆システムパック」を最低 1本追加してください。
　 「スペシャル.T」をご希望の場合は「スペシャル.T専用カプセル」を最低１箱追加して
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３．追加でお申し込みいただいたマシンは、お客様の次回のお届け商品とは別に 
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マシン＆選べる商品

お問い合わせ窓口のご案内

お問い合わせ窓口のご案内

18

ネスレ通販の注文方法について

24時間（年中無休）

ネスレ通販コールセンター

0120-600-868

9:00～23:00（年中無休）

ハートフルケア プログラム コールセンター

0120-3838-59

ネスレ会員への登録・ログインについて

ネスカフェ アンバサダー ウェルカムセンター

0120-252-166

ネスレ商品・ネスレ日本へのご意見

24時間（年中無休）

ネスレお客様相談室

0120-00-5916

マシンのトラブル・故障について

ネスカフェ バリスタ サポートデスク

24時間（年中無休）

24時間（年中無休）

24時間（年中無休）

ネスカフェ ドルチェ グスト サポートデスク

クラブ スペシャル.T

0120-366-800

0120-879-816

0120-077-060

マシンの種類ごとにサポートデスクを設けております。 
ご使用中のマシンを下記よりお選びください

ご注文方法および、ネスレ通販の製品について

栄養補助食品（ネスレ ヘルスサイエンス製品）について

ネスカフェ アンバサダーに関するご質問・ご注文

24時間（年中無休）

ネスレリレーションシップ・センター

0120-029-993
ネスレ会員登録・ログインについて

ネスレ ウェルネス アンバサダー コールセンター

0120-070-838
ネスレ ウェルネス アンバサダーに関するご質問・ご注文

困ったとき
は…？

8:00～21:00（年末年始除く）

9:00～21:00（年末年始除く）

専用
マシン

「定期お届け便」で選べる商品
「ネスカフェ エコ＆システムパック」定期お届け便

● ネスカフェ エコ＆システムパック
● ネスレ ブライト

「ネスカフェ ドルチェ グスト」専用カプセル定期お届け便

15種類以上の
「ネスカフェ ドルチェ グスト」専用
カプセルからお選びいただけます。

ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ

専用
マシン

ブラック
コーヒー

カプチーノカフェラテエスプレッソ
タイプ

ブラックコーヒー
マグサイズ

いつもの「ネスカフェ」を、まるでカフェで飲む
コーヒーのように変身させてくれるコーヒーマシン。
1台で多彩なカフェメニューが楽しめます。

ネスカフェ ドルチェ グスト
カプセル式の本格カフェシステム。ふわふわの泡立ちが
楽しめるココアや宇治抹茶ラテなど、多彩な
メニューが楽しめます。

「ネスレ スペシャル.T」専用カプセル定期お届け便

20種類以上の「ネスレ スペシャル.T」
専用カプセルからお選びいただけます。

「ネスカフェ ボトルコーヒー」定期お届け便
● ネスカフェ ゴールドブレンド  コク深め
    ボトルコーヒー  甘さひかえめ
● ネスカフェ ゴールドブレンド  コク深め
    ボトルコーヒー  無糖
● 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
● ネスカフェ エクセラ  ボトルコーヒー  甘さひかえめ
● ネスカフェ エクセラ  ボトルコーヒー  無糖

ネスレ スペシャル.Ｔお茶専用
マシン 世界中から厳選された20種類以上のティーコレクション。

茶葉の種類に応じてお湯の温度と抽出時間を自動で調整し、
「完璧な一杯」を提供します。

煎茶 ほうじ茶 玄米茶 ダージリン アールグレイ ルイボス
オレンジ

レギュラー
ブレンド

ラテ マキアート 抹茶ラテアイスコーヒー
ブレンド

チョコチーノ

組合せ
自由

専用
マシン


