
　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6月 2022年5月 2022年4月 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

　新店を含む全店 売上 +15.2% +21.3% +9.1% +6.2% +4.2% +18.4% +10.9% +9.6% +2.3% △3.8% △3.4% +12.9%

客数 +11.4% +16.3% +4.7% +0.7% △0.7% +12.9% +6.8% +3.8% △2.6% △7.1% △6.8% +7.2%

　既存店 売上 +14.0% +19.5% +8.2% +5.8% +3.6% +17.6% +10.6% +9.2% +2.0% △4.1% △3.7% +12.8%

客数 +11.0% +15.5% +4.7% +1.0% △0.6% +13.0% +7.3% +4.2% △2.1% △6.7% △6.6% +7.4%

　■ 主な業態の既存店伸び率

2022年6月 2022年5月 2022年4月 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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +12.7% +18.5% +7.4% +5.6% +3.4% +16.8% +10.2% +9.6% +2.7% △3.3% △3.2% +12.9%

客数 +10.1% +14.7% +4.0% +0.6% △1.1% +12.1% +7.0% +4.2% △1.9% △6.2% △6.4% +7.2%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +22.9% +26.3% +12.2% +6.5% +5.5% +23.1% +13.1% +7.1% △2.4% △8.4% △6.5% +12.7%

客数 +18.2% +21.9% +9.6% +4.2% +3.2% +19.3% +9.4% +4.0% △4.3% △10.2% △7.4% +9.0%

　■ コメント 　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
当月DCSでは爽やかなフローズンドリンク「ヨーグルン」に、新たにキウイフレーバーが仲間入りしま 22/6 22/6
した。また、15種類の野菜をミックスした野菜そのものに近い食感を楽しめる野菜ジュースや、夏に        新店を含む全店 売上 +27.3% 既存店 売上 +19.7%
ぴったりのケーキ2種類の発売に加えて、物販においては季節限定のリキッドアイスコーヒーの数量 客数 +22.0% 客数 +15.2%
限定発売と、夏ギフトのご注文承りを開始しました。EXCでは暑い夏にぴったりのひんやりスイーツ

「シチリア風アイスケーキ カッサータ」や、素材感を楽しめる初夏のパスタを2品発売し、ご好評をい ２）新規出店状況
ただいております。
なお、昨年同月は各自治体の要請に従い時短営業を行いましたが、今年は規制が解除されている
ことから前年比が大きく上昇しております。引き続き季節に応じた魅力ある商品の導入や、各種キャ 当月 累計 月末店舗数

ッシュレス決済を活用したキャンペーン等の施策を中心として、売上拡大に努めて参ります。 Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 1 6 841
直営店 1 5 230

　■ 今月の主な施策 小計 2 11 1,071
新商品 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 19
DCS 卸売 直営店 0 1 104
6/1 （　  売店　  ） 香り豊かな炭火焙煎アイスコーヒー 6/1 （    ドリップ   ） ドトール 望ブレンドコーヒー（夏） 16P 小計 0 1 123

（　  売店　  ） 夏ギフト （    ドリップ   ） ドトール 季節の珈琲（夏） 16P そ の 他 加盟店 0 0 35
6/23 （　ドリンク　） キウイヨーグルン 佐賀県産ゴールドキウイ （ レギュラー ） ドトール 望ブレンドコーヒー（夏） 200ｇ 直営店 0 2 48

（　ドリンク　） 15種類の野菜が入った1日分の野菜ジュース （ レギュラー ） ドトール 季節の珈琲（夏） 200ｇ 小計 0 2 83
（ 　ケーキ　 ） 日向夏のモンブラン （インスタント） ドトール インスタントコーヒー ベーシック＜リニューアル＞ 合計 加盟店 1 6 895
（ 　ケーキ　 ） ごろっと桃のババロア ピーチメルバ仕立て 6/7 （　 チルド 　） ドトール うまい抹茶オ・レ 直営店 1 8 382

EXC 6/15 （ 　お菓子 　） DOUTOR×HILLVALLEY コーヒーポップコーン 総 計 2 14 1,277
6/1 （　  売店　  ） エチオピア マザーツリーコーヒーブレンド

6/23 （ 　ケーキ　 ） シチリア風アイスケーキ カッサータ
（　 フード 　） 鴨のスモークとオレンジのアーリオ・オーリオ ※一部店舗
（　 フード 　） 3種の魚介と黒オリーブのペスカトーレ ※一部店舗

2022年6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

（２０２２年６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


