
　株式会社ドトールコーヒー　月次開示情報

１）チェーン店売上高 前年対比伸び率

　■ 全社全業態(加盟店含む)の伸び率
2022年3月 2022年2月 2022年1月 2021年12月 2021年11月 2021年10月 2021年9月 2021年8月 2021年7月 2021年6月 2021年5月 2021年4月

　新店を含む全店 売上 +6.2% +4.2% +18.4% +10.9% +9.6% +2.3% △3.8% △3.4% +12.9% +13.6% +94.1% +105.6%

客数 +0.7% △0.7% +12.9% +6.8% +3.8% △2.6% △7.1% △6.8% +7.2% +10.0% +94.4% +104.0%

　既存店 売上 +5.8% +3.6% +17.6% +10.6% +9.2% +2.0% △4.1% △3.7% +12.8% +13.5% +92.3% +104.6%

客数 +1.0% △0.6% +13.0% +7.3% +4.2% △2.1% △6.7% △6.6% +7.4% +10.3% +93.2% +103.6%

　■ 主な業態の既存店伸び率

2022年3月 2022年2月 2022年1月 2021年12月 2021年11月 2021年10月 2021年9月 2021年8月 2021年7月 2021年6月 2021年5月 2021年4月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +5.6% +3.4% +16.8% +10.2% +9.6% +2.7% △3.3% △3.2% +12.9% +12.3% +76.4% +89.1%

客数 +0.6% △1.1% +12.1% +7.0% +4.2% △1.9% △6.2% △6.4% +7.2% +9.3% +79.7% +91.0%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +6.5% +5.5% +23.1% +13.1% +7.1% △2.4% △8.4% △6.5% +12.7% +21.7% +469.8% +363.5%

客数 +4.2% +3.2% +19.3% +9.4% +4.0% △4.3% △10.2% △7.4% +9.0% +18.2% +455.3% +341.1%

　■ コメント 　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
当月DCSでは春の訪れを楽しめる＃春ドトール第2弾「いちごフェア」を開催しました。春を感じさ 22/3 22/3
せる季節限定のドリンクやデザートに加えて、ミルクを注ぐだけでおうちで手軽に楽しめる「インス        新店を含む全店 売上 +14.6% 既存店 売上 +8.6%
タントスティック　いちごラテ」を発売しました。また、春の新作ミラノサンドや、ジューシーで食べ 客数 +9.0% 客数 +3.8%
応え抜群のモーニングセットも新たに発売し、こちらもご好評を頂いております。
3/21まで適用されたまん延防止等重点措置の影響により、対象地域の店舗では営業時間の短 ２）新規出店状況
縮を実施していましたが、3/22より解除されて以降は客足が徐々に戻ってきております。引き続

き季節に合わせた魅力ある商品の導入や各種キャッシュレスを活用したキャンペーンを実施し、

売上の回復に取り組んで参ります。 当月 累計 月末店舗数

Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 1 1 849

直営店 0 0 221

　■ 今月の主な施策 小計 1 1 1,070

新商品 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 20

DCS 卸売 直営店 0 0 104

3/24 （　ドリンク　） サクサクあられのいちごオレ～杏仁プリン～（ICED) 3/1 （   チルド  ） DOUTOR 桜いちごラテ 小計 0 0 124

（　ドリンク　） サクサクあられのいちごオレ（HOT) （ ボトル缶 ） DOUTOR 火亟（ひのきわみ）BLACK 390g そ の 他 加盟店 0 0 35

（　ケーキ　 ） ピラミッドケーキ　いちご 3/7 （　お菓子　） DOUTOR コーヒー好きの黒糖カフェ・オ・レポップコーン 直営店 1 1 49
（　　売店　　） インスタントスティック　いちごラテ 3/8 （   チルド  ） DOUTOR コーヒー香るカフェ・オ・レ 小計 1 1 84

　 （　 フード 　） ミラノサンドC　照り焼きチキンとたまごタルタル （   チルド  ） DOUTOR 砂糖不使用たっぷりミルクラテ 合計 加盟店 1 1 904

～爽やかオレンジ仕立て～ 3/15 （　お菓子　） DOUTOR カフェ・ラテカリッとアーモンド 直営店 1 1 374

3/31 （ モーニング ） ホットモーニング　ベーコン＆エッグ　 3/18 （  　PET  　） EXCELSIOR CAFFE　COOL&LIME with mint 総 計 2 2 1,278

～とろける3種のチーズ～ 3/27 （　お菓子　） ドトールコーヒービーンズチョコレート

（２０２２年３月）

※ＤＣＳ＝ドトールコーヒーショップ
　 ＥＸＣ＝エクセルシオール カフェ
   その他＝その他のカフェ業態

ＤＣＳ＝ドトールコーヒーショップ　　ＥＸＣ＝エクセルシオール カフェ

2022年3月


