
ドトールコーヒーショップ  主要商品新価格⼀覧

ホットドリンク（Sサイズ） 新価格 レギュラーフード 新価格

ブレンドコーヒー \220 ミラノＡ：⽣ハム・ボンレスハム・ボローニャソーセー \410
アメリカンコーヒー \220 ミラノＢ：サーモンと⼩柱の野菜マリネ \410
エスプレッソコーヒー \220 ミラノＣ：チキンと⽣ハムのアボカドソース \410
カフェ・ラテ \250 モーニングＡ：ハムタマゴ \220 ※
カプチーノ \260 レタスドック \260
カフェ・モカ \330 ジャーマンドック \220
⾖乳ラテ \310 トースト \190
ハニーカフェ・オレ    ※Mサイズ \320 チーズトースト \250
宇治抹茶ラテ \340 クロックムッシュ \330
宇治抹茶⾖乳ラテ \400 カルツォーネ ローストチキン＆チーズ \340
いちごのホワイト・ラテ \340 カルツォーネ 厚切りベーコン＆チーズ \340
ティー          ※Mサイズ \220 ツナチェダーチーズ \350
ロイヤルミルクティー \280
ロイヤル⾖乳ミルクティー \340 ※ 参考価格(ドリンクとのセット販売のみ)
ホットココア \290

アイスドリンク（Sサイズ） 新価格

アイスコーヒー \220
アイスカフェ・ラテ \250
アイスカフェ・モカ \330
アイス⾖乳ラテ \310
アイスハニーカフェ・オレ ※Mサイズ \320
アイス宇治抹茶ラテ \340
アイス宇治抹茶⾖乳ラテ \400
アイスいちごのホワイト・ラテ \340
アイスティー \250
アイスロイヤルミルクティー \280
アイスロイヤル⾖乳ミルクティー \340
アイスココア \290
オレンジジュース \320
はちみつきんかん ヨーグルト \340
ブルーベリー ヨーグルト \340

* 店舗により取扱商品が異なります。
* 新価格は2014年４⽉1⽇より適⽤されます。
* 記載の価格には消費税が含まれています。

■ドリンク ■フード



ドトールコーヒーショップ  主要商品新価格⼀覧

■ 売店商品

コーヒー⾖ 新価格 リキッド 新価格

マイルドブレンド \800 リキッド・アイスコーヒー（LA・LB・LC） \520
アイスコーヒー \820 リキッド・炭⽕カフェ・オレ \560
イタリアンエスプレッソ \820 リキッド・ティー \460
ゴールデンモカブレンド \820 リキッド・ロイヤルミルクティ \510
カフェヨーロピアンブレンド \820 リキッド・ロイヤルココア \540
キリマンジャロ \800
モカ \800 その他簡易飲料 新価格
マンデリン \800
コロンビア \800 ドトールスティックカフェ カフェ・ラテ \310
ブラジル \800 ドトールスティックカフェ カフェ・モカ \310
ロイヤルクリスタルブレンド \910 ドトールスティックカフェ カプチーノ \310
ロイヤルアロマブレンド \910 ドトールスティックカフェ ロイヤルココア \370
有機栽培コーヒー \1,130 ドトールスティックカフェ チョコレートドリンク \440
炭⽕珈琲 \1,190 三⾓ティーバッグ \440
マウカメドウズブレンド \1,250 ドトールロイヤルブレンド \1,010
ブルーマウンテンブレンド \1,930 ボルヴィック \150
ブルーマウンテンNO．1 100G \2,060
ブルーマウンテン \3,310 器具・消耗品 新価格

ドリップカフェ 新価格 メリタ・アロマフィルター１×1 \500
メリタ・アロマフィルター１×2 \600

ドリップカフェ・マイルドブレンド（5PK） \360 メリタ・アロマフィルター１×4 \1,130
ドリップカフェ・ロイヤルクリスタルB（5PK） \380 カフェリーナ 500 \1,390
ドリップカフェ・ゴールデンモカブレンド（5PK） \360 カフェリーナ 800 \1,510
ドリップカフェ・ロイヤルアロマブレンド（5PK） \380 カフェリーナ 1000 \1,610
ドリップカフェ・有機栽培コーヒー（5PK） \420 メリタ・アロマサーモ（⾚・⻘・⻩・⽩） \5,960
ドリップカフェ・マウカメドウスブレンド（5PK） \450 ドトールキャ⼆スター（⿊・⾚） \360
ドリップカフェ・ブルーマウンテンB（5PK） \470 ペーパー（1×1） \120
ドリップカフェ・マイルドブレンド（12PK） \770 ペーパー（1×2） \140
ドリップカフェ・ロイヤルクリスタルB（12PK） \820 ペーパー（1×4） \200
ドリップカフェ・ゴールデンモカブレンド（12PK） \770 ポーションミルク 50個 \380
ドリップカフェ・ロイヤルアロマブレンド（12PK） \820 スティックコーヒーシュガー 50本 \310
ドリップカフェ・有機栽培コーヒー（12PK） \920 DCSオーガニックシュガー 30本 \320
ドリップカフェ・マウカメドウスブレンド（12PK） \990 ドトール・ガムシロップ 30個 \410
ドリップカフェ・ブルーマウンテンB（12PK） \1,030 ドトール・リキッドレモン \270

* 店舗により取扱商品が異なります。
* 新価格は2014年４⽉1⽇より適⽤されます。
* 記載の価格には消費税が含まれています。



ドトールコーヒーショップ 主要商品新価格⼀覧

■セットメニュー 新価格  ※Ｓサイズドリンクの場合

セットメニュー名
(販売時間)

対
象
ド
リ
ン
ク

・ブレンドコーヒー
・アメリカンコーヒー
・エスプレッソコーヒー
・カフェ・ラテ
・ティー
・アイスコーヒー
・アイスカフェ・ラテ
・アイスティー

対
象
ド
リ
ン
ク

変更なし

セ
ッ
ト
価
格

モーニングＡ・Ｂ・Ｃ
   ・⼀律 ３８０円

モーニングＤ
   ・⼀律 ４３０円

セ
ッ
ト
価
格

  モーニングＡ・Ｂ・Ｃ
    ・⼀律 ３９０円
  モーニングＤ
    ・⼀律 ４４０円

対
象

ド
リ
ン
ク

・ブレンドコーヒー
・アメリカンコーヒー
・アイスコーヒー

セ
ッ
ト

価
格

 ⼀律 ５６０円

対
象
ド
リ
ン
ク

・ブレンドコーヒー
・アメリカンコーヒー
・エスプレッソコーヒー
・カフェ・ラテ
・ティー
・アイスコーヒー
・アイスカフェ・ラテ
・アイスティー

セ
ッ
ト

価
格

 ⼀律 ５００円

* 店舗により取扱商品が異なります。
* 新価格は2014年４⽉1⽇より適⽤されます。
* 記載の価格には消費税が含まれています。

ケーキセット
(14：00〜閉店)

モーニングセット
(開店〜10：30)

ミラノセット
(終⽇)

対
象
ド
リ
ン
ク

全ドリンク

セ
ッ
ト
価
格

ドリンク＋ミラノサンド
    または ケーキ の

合計⾦額から
50円引き

現⾏ 改定後


