
　 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
2021年6月 前々年6月比 2021年5月 2021年4月 2021年3月 2021年2月 2021年1月 2020年12月 2020年11月 2020年10月 2020年9月 2020年8月 2020年7月

　新店を含む全店 売上 +13. 6% ( △24. 1%) +94.1% +105.6% △2.8% △26.8% △31.7% △23.0% △24.0% △20.4% △27.9% △30.5% △31.1%

客数 +10. 0% ( △28. 4%) +94.4% +104.0% △7.5% △29.8% △35.2% △27.7% △26.8% △22.5% △29.4% △32.1% △33.2%

　既存店 売上 +13. 5% ( △23. 8%) +92.3% +104.6% △2.6% △26.5% △31.6% △22.8% △23.8% △20.4% △28.2% △30.7% △31.2%

客数 +10. 3% ( △27. 5%) +93.2% +103.6% △6.9% △29.3% △34.7% △27.2% △26.2% △22.1% △29.3% △31.9% △32.9%

　 ■ 主な業態の既存店伸び率

2021年6月 前々年6月比 2021年5月 2021年4月 2021年3月 2021年2月 2021年1月 2020年12月 2020年11月 2020年10月 2020年9月 2020年8月 2020年7月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +12. 3% ( △22. 0%) +76.4% +89.1% △2.1% △25.2% △29.7% △21.5% △22.8% △19.7% △27.8% △30.1% △29.7%

客数 +9. 3% ( △26. 5%) +79.7% +91.0% △6.7% △28.4% △33.6% △26.6% △25.7% △21.7% △29.1% △31.4% △32.0%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +21. 7% ( △34. 9%) +469.8% +363.5% △6.7% △35.3% △43.0% △31.7% △30.8% △25.9% △32.8% △36.0% △41.1%

客数 +18. 2% ( △35. 1%) +455.3% +341.1% △9.5% △35.7% △42.8% △31.7% △30.1% △25.5% △31.7% △36.2% △40.2%

　 　 ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
21/6 21/6

       新店を含む全店 売上 +29. 2% 既存店 売上 +20. 4%
　 ■ コ メ ント 客数 +25. 8% 客数 +17. 2%

当月DCSでは"日本のおいしい"をお届けするため、国産食材を使用した商品を発売致しました。爽やかな甘みと果肉の食感、

ヨーグルトのまろやかな酸味が特徴の「沖縄県産パインヨーグルト」や、北海道産スモークサーモンとエビの組み合わせに野菜

をサンドした「ミラノサンドB」を始め、各種ご好評を頂いております。EXCでは健康志向の高まりを受け、リンゴ酢を使った炭酸

ドリンクを発売致しました。お酢が好きな方にはもちろん、初めての方やお子様にも飲みやすい味わいに仕上げています。売店

では希少なティピカ種100%のスペシャルティコーヒー「ドミニカン ルビー」を限定店舗で発売した他、エチオピアの最高等級豆を

使用したリキッドアイスコーヒー「モカ イルガチェフェ ブレンド」を数量限定で発売致しました。 （２０２１年6月）
また、DCSとEXCの公式Instagramを新たに開設致しました。新商品やキャンペーンなどの情報に限らず、各ブランドの魅力を 当月 累計 月末店舗数

お届け致します。 Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 0 5 868

直営店 0 2 210

DCS 卸売 小計 0 7 1,078

　  6/10 （　 ドリンク 　） 沖縄県産パインヨーグルト 6/1 （　 お菓子 　） DOUTORカフェゼリーシュークリーム Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 21

（　　フード　　） ミラノサンドB 北海道産サーモンとエビのバジルソース （　 お菓子 　） DOUTORカフェショコラエクレア 直営店 0 1 102

（　 ケーキ　  ） 福島県産白桃のミルクレープ （　   PET  　） DOUTOR塩キャラメルラテ 小計 0 1 123

6/24 （　　フード　　） モーニング・セットB  彩り野菜とアボカドチキン 6/15 （　  チルド 　） DOUTORコーヒー香るカフェ・オ・レ そ の 他 加盟店 0 0 38

EXC （　  チルド 　） DOUTORたっぷりミルクラテ 直営店 0 1 48

6/8 (　　　売店　　) ドミニカン ルビー（コーヒー豆180ｇ） 6/22 （　  チルド 　） DOUTORミルク香るふんわりラテ 小計 0 1 86

(　　　売店　　) ドミニカン ルビー 合計 加盟店 0 5 927

（コーヒー豆180ｇとキャニスター缶のセット） 直営店 0 4 360

6/24 （　 ドリンク 　） ビネガーソーダ～ピーチ＆レモン～ 総 計 0 9 1,287

（　 ドリンク 　） ビネガーソーダ～りんご＆シャインマスカット～

6/25 (　　　売店　　) モカ イルガチェフェ ブレンド（リキッド1000ml）

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

2021年6月

２）新規出店状況

※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＝マウカメドウズを含むその他のカフェ業態
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