いつも D s STORE をご利用
いただいている皆様へ

campaign

夏 の 特別販売
2021 6/18

Fri

~8/2

Mon

日頃のご愛顧に感謝を込めて期間限定の価格・商品を各種とりそろえました!!
INFORMATION

サイトのアクセス方法は、
チラシ最後のページをご覧ください

※キャンペーン開始は6月18日の12:00〜となります。あらかじめご了承ください。

温度制御をはじめとする環境設定で窯焼きした食感を実現！！

バルミューダ ザ トースター K05A

ストアポイント
POINT

掲載ページ

配送について

送料込み

バルミューダの
スチームテクノロジーで
焼きたての味を再現

鰻屋が推奨する品質の賜物！！一色の鰻を食卓で楽しむ

愛知県三河一色産かば焼きパック

ストアポイント
POINT

掲載ページ

配送について

送料込み

一色産のうなぎを
ご家庭で
堪能できます

表面はさっくりと香ばしく
中は水分を閉じ込めふわふわに。

オリジナルのスチーム技術と温度制御により
ヒータの強さや焼き上げ時間をもモードごとに
設定。
窯から出した焼きたての味を再現します。

少しカタチがくずれただけの
お得なセットです。

収容高さ
まで推奨

商品仕様

■サイズ：本体(幅357 奥行321 高さ
209mm)庫内(幅274 奥行204 高さ
178mm)■重量：4.4kg■電源コードの
長さ：約1m■付属品：5ccカップ・ガイド
ブック■原産国：中国■カラー：ブラック
・ホワイト・ベージュ■モード：トースト・
チーズトースト・フランスパン・クロワッサ
ン・クラシック(170℃・200℃・230℃)

メーカー希望小売価格

奉仕
特価

25,850円

21,780 円
税込

製造の際に発生した、味は全く変わらないの
に、ちょっと見た目が悪いうなぎ蒲焼を、訳あ
り品としてお得な価格でのご提供です。
商品仕様

■内容：かば焼きうなぎ1kg(5〜11尾入り)有
頭腹開き・無頭背開き混合■賞味期限：要冷
凍で90日■保存方法：要冷凍(-18℃以下)■調
理方法：電子レンジで温めてください。■原材
料：うなぎ(愛知三河一色産)・しょうゆ(小麦・
大豆を含む)・砂糖・砂糖混合異性化液糖・発
酵調味料・水あめ・食塩・うなぎエキス/酒精・
着色料(カラメル、クチナシ、紅麹)・調味料(ア
ミノ酸等)・増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)
タレしょうゆ(小麦・大豆を含む)・砂糖・みりん
・発酵調味料・澱粉・添付【さんしょう】

D sSTORE特別価格

奉仕
特価

10,800 円
税込

チラシの表示価格は全て税込価格です。

夏の特別販売

campaign

ゴルフプレーの際のナビゲートを行うウェアラブルデバイス

Shot Navi W1 Evolve

ストアポイント
POINT

ウェアラブル
ゴルフデバイス

プレーに必要な
あらゆる情報を
この1台が
ナビゲートする

掲載ページ

配送について

送料1,100円(税込)

弱点を克服し、進化した
多数の機能でプレーを
しながらデータを解析

メーカー希望小売価格

32,780円

29,502 円
税込

毎日忙しい人を助けます！お掃除を代わってくれる名サポーター

iRobot ルンバi7 ロボット掃除機

ストアポイント
POINT

2021 6/18(Fri)~8/2(Mon)

微細な粒子を捕えてお部屋を清潔に！！

dyson

ストアポイント
POINT

コードレススティッククリーナー
デジタル スリム フラフィ オリジン
SV18 FF ENT

コードレスなので
ストレスフリーの
運転が可能

掲載ページ

配送について

送料込み

4種の付属ツールでお部屋全体の
様々な場所・状況に対応可能です。
液晶ディスプレイでリアルタイムで
モード等の状態確認ができます。
壁
掛け式の収納用ブラケットが付属
しているので、
次回使用時にはすぐ
に使えます。

製品仕様

奉仕
特価

DʼsSTORE
www.dsstore.jp

簡単に取り外しでき、
ゴミやホコリに触れず
衛生的にゴミ捨て

カラーモデルの弱点である屋外での見や
すさを追求し、ハンドヘルドモデルの様
なあらゆる情 報を集 約 。これまで の
ウォッチシリーズでは実現出来なかった
多彩な機能と圧倒的な表現力を実現し
ました。
■サイズ：47.5 16.2mm(ベルト除く
)■重量：74g■ディスプレイ：反射型
カラー液晶■バッテリー：リチウムイ
オン(充電時間PC経由4時間)■稼働
時間：時計モード/最大30日間(活動
量オフ)・GPSナビ使用/10時間・歩数
計使用時/最大10日間(歩数計)■カラ
ー：黒■防水レベル：IPX7/3ATM■
特長：MIPカラー液晶&レイアウト表
示・フェアウェイナビ・リアルディスタ
ンス・エイム機能・高低差マップ・準天
頂衛生「みちびきL1S」対応・クイック
スタート・世界122の国と地域(約
59,000コース)内蔵

WEBへ急げ

掲載ページ

３段階の
クリーニングシステムで
吸引力がアップ

配送について

送料込み

部屋の環境を学習し
ゴミや汚れを徹底的に清掃

スマートフォンで外出先からも操作で
き、清掃スケジュールや稼働するエリア
を設定し、お部屋の環境・状況にあった
クリーニングスタイルにカスタマイズす
ることが可能です。お手入れも簡単で、
ダスト容器はさっと水洗いするだけで完
了します。

D sSTORE特別価格

製品仕様

■質量:1.9kg■サイズ：233 1,100 250mm
■充電時間3.5時間■使用時間：最長40分■付
属品：掃除ツール4点(コンビネーションノズル・
スキマノズル・収納用ブラケット・ツールクリップ)

奉仕
特価

53,680 円
税込

アウトドアの他、災害時にも活躍するマルチタスクアイテム

CSブラックラベル キャンピングベッド

ストアポイント
POINT

掲載ページ

ワイドな設計で
快適な寝心地を
実現しました。

配送について

送料込み

広げるだけの簡単組立
閉じるだけの簡単収納。

ワイドな設計となっているの
で快適に使用できます。便利
なサイドポケットと入れやす
い 横 入れタイプのキャリー
バッグ付き。
冷気や湿気を伝え
ない抜群の通気性。

製品仕様

■サイズ：最大幅351mm 高さ92mm
■重量：4kg■充電時間：約3時間■稼
働時間：約75分■集塵方式：ダストビン
式(紙パック不要)■原産国：中国■付属
品：バッテリー(内蔵)・ホームベース・デ
ュアルバーチャルウォール 1・交換用ダ
ストカットフィルター 1・交換用エッジク
リーン具ブラシ 1・電源コード・乾電池

D sSTORE特別価格

奉仕
特価

94,380円
税込

商品仕様

■使用時：約67 183 51cm・収納時：約
17 22 106cm■質量：約6.5kg■素材：ポリエ
ステル・金属(鋼)■耐荷重：80kg■生産国：中国
■セット内容：ベッド 1・収納バッグ 1

メーカー希望小売価格

奉仕
特価

11,000円

8,250 円
税込

チラシの表示価格は全て税込価格です。

１ｃｃあたり2000万個のウルトラファインバブルで肌に潤いを

ミラブルプラス

ストアポイント

2017年防災製品大賞受賞 寒冷地をはじめとする防災セット

BOUSAI BLOCK for car

細かい汚れに届く
超微細バブルミスト

掲載ページ

ストアポイント
POINT

配送について

ワンタッチ切替で使える
画期的なシャワーヘッド

優れた洗浄力で空気を含んだ超微細な
気泡が毛根や皮脂の汚れをスッキリと
洗い流し、
お肌の弱い方も安心して使用
できます。
「トルネードスティック」
を接
続することで、塩素除去機能をプラス
し、
ファインバブル量の増加を実現して
います。
女性の手にも馴染むコンパクト
さで軽快にご使用できます。

大手自動車メーカーに採用された
実績のある商品をラインアップ

製品仕様

44,990 円

特別奉仕価格

USBバッテリー対応、アウトドアスタイルのニューツール

ロータスグリル

POINT

送料込み

ドライブ中に遭遇するかもしれない交通渋滞や、地震、大
雨、大雪などの災害に備えるための車載用の防災セットで
す。 水・食料は-20〜80℃の温度範囲に対応し、環境の変
化が激しい車内でも品質を保ちます。

メーカー希望小売価格

製品仕様

■サイズ：全長約160mm(接続部除く)
幅 約 7 0 m m ( 突 起 部 含 む ) ■ 質 量：約
1 6 2 g ■ 素 材 P C / A B S / ス テン レス
/EPDM■生産国：日本

ストアポイント

寒冷地をはじめ
山岳の豪雪、他
防災に備えを

掲載ページ

配送について

送料込み

車載用防災セット

掲載ページ

USB対応コンパクトグリル
レギュラーサイズ

■サイズ：260 128 160mm■質量：1.３ｋｇ■内容品：ポンチョ付き
使い捨てトイレ(大小便兼用) １・使い捨てトイレ(小便用) １・３ＷＡＹ
ポンチョ １・反射材付きグローブ １・緊急用ホイッスル １・使い捨て
簡易ライト １・７年保存水(500ml) １・7年保存クッキー １・常備用カ
イロ １・ポケットティッシュ １・防塵マスク １・伝言カード １・防災ペ
ン １■食料品は賞味期限６年以上の商品のお届けとなります。カイロ
・ライトは使用推奨期限が４年以上の商品のお届けとなります。．

送料込み

奉仕
特価

7,480 円

4,818 円
税込

お子様の知育や大人の趣味として

ユーギアーズロードスター 自走式工作キット

素早い着火と
無煙BBQを実現

ストアポイント
POINT

USBコードでモバイルバッテリーにも対応
し、持ち運びにも便利なキャリーバッグ付き

配送について

メーカー希望小売価格

「前進・後進・ニュートラル」
3つモードで自走する
クラシックカー

掲載ページ

配送について

送料1,100円(税込)

ソロキャンプ・小人数BBQにピッタリ
接着剤無しで組み立てが可能
製品仕様

■サイズ：W350 D350 H234mm・網面直径320mm■
重量：4kg■原産国：ベトナム■セット内容：グリル用網 1・
チャコールコンテナ 1・チャコールコンテナカバー 1・着火プ
レート 1・インナーボール 1・アウターボール 1・ロータスグ
リルブナ(木炭)150g 2・■付属品：キャリーケース 1・取扱
説明書・単三乾電池 1・USBケーブル(3m) 1

メーカー希望小売価格

奉仕
特価

24,200 円

17,050円
税込

糖質を33%カットする炊飯で、低カロリーの食生活を実現

Smart Rice Cooker

ストアポイント
POINT

掲載ページ

配送について

ゴムを動力にして、走る本格派の自動車パズルです。トラ
ンスミッション装備により前後に走行可能。独創的なア
イディアによりデザインされ、子供から大人まで様々な
年齢の方におススメです。

製品仕様

■サイズ：305 130 100mm■材質：合板■部品数：437
■品番：Ugears ユーギアーズ ロードスターVM-01

メーカー希望小売価格

奉仕
特価

7,109 円

5,980 円
税込

味の品質にこだわり抜いたDʼsストアお墨付きの豚肉セット

あいぽーくお試しセット 詰め合わせセット

糖質カット炊飯器

従来とは違う新方式の
「炊飯」と「蒸らし」

ストアポイント
POINT

こだわりを持って
育てたブランド豚肉
「あいぽーく」

掲載ページ

配送について

送料込み

送料1,100円(税込)

デザイン性の高い
コンパクトで丸いフォルム

高熱で炊飯し、溶けだした糖分を水蒸気と
ともに集めることで33%の糖質をカットし
ます。
専用トレーは炊飯器に取り付けるだけ
の簡単設計。

ジューシーでまろやかな甘みのある
やわらかい豚肉です。

製品仕様

■サイズ：約22 22 23cm■質量：約2.9kg
■素材：PP/合金アルミ/プラスチック■保温
時間：最大12時間■モード：白米・低糖質・玄
米・おかゆ■炊飯容量：白米4合・低糖質2合
・玄米1.5合・おかゆ0.5合■付属品：計量カッ
プ・しゃもじ・糖質カットトレー■カラー：ホワ
イト・ブラック■生産国：中国

メーカー希望小売価格

奉仕
特価

14,960 円

12,100円
税込

あいぽーくのことを知り尽くした職人が、科学的な裏
付けをもとに独自の配合飼料を与え、年に何度も肉
質をチェックしながら心をこめて生産しています。

製品仕様

■しゃぶしゃぶセット小1P(ロース200g・肩
ロース230g)・焼き豚(330g)・焼売(6個)入
り■生産地；愛知県産

D sSTOREオリジナルセット商品

奉仕
特価

3,000 円
税込

※チラシの表示価格は全て税込価格です※各商品は限定販売数となりますので、
なくなり次第終了とさせていただきます。
予めご了承ください。※本チラシにおける販売価格は、
期間内に販売される商品のみ特価価
格にて販売させていただくものとなります。
また期間外でも本チラシ掲載の商品が
「Dʼs STORE」
にて販売されており、
且つ価格が異なる場合がございますが、
本チラシでの掲載価格はあくまで期間内での適用とな
りますのであらかじめご了承ください。
※掲載商品の販売数、
カラーバリエーション、
詳細な仕様内容など、
予告なく変更される場合がございます。
あらかじめご了承ください。
※掲載の商品画像はイメージです。

注目

他にも目玉商品多数出品中 !!
今すぐアクセス !!

WEBショップサイトへのアクセスはこちら

www.dsstore.jp

DʼsSTORE

