
　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7月 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

　新店を含む全店 売上 +10.5% +15.2% +21.3% +9.1% +6.2% +4.2% +18.4% +10.9% +9.6% +2.3% △3.8% △3.4%

客数 +5.7% +11.4% +16.3% +4.7% +0.7% △0.7% +12.9% +6.8% +3.8% △2.6% △7.1% △6.8%

　既存店 売上 +9.5% +14.0% +19.5% +8.2% +5.8% +3.6% +17.6% +10.6% +9.2% +2.0% △4.1% △3.7%

客数 +5.5% +11.0% +15.5% +4.7% +1.0% △0.6% +13.0% +7.3% +4.2% △2.1% △6.7% △6.6%

　■ 主な業態の既存店伸び率

2022年7月 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

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +8.4% +12.7% +18.5% +7.4% +5.6% +3.4% +16.8% +10.2% +9.6% +2.7% △3.3% △3.2%

客数 +4.6% +10.1% +14.7% +4.0% +0.6% △1.1% +12.1% +7.0% +4.2% △1.9% △6.2% △6.4%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +16.6% +22.9% +26.3% +12.2% +6.5% +5.5% +23.1% +13.1% +7.1% △2.4% △8.4% △6.5%

客数 +11.7% +18.2% +21.9% +9.6% +4.2% +3.2% +19.3% +9.4% +4.0% △4.3% △10.2% △7.4%

　■ コメント 　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
DCSでは7/7より、特製ダレをベースに使用した夏向けのスタミナミラノサンドを期間限定で4種類発 22/7 22/7
売しました。そして7/21からは全国のドトールコーヒーショップで使用するミルクの変更を行いました。        新店を含む全店 売上 +21.5% 既存店 売上 +13.9%
濃厚かつ豊かな香りが特徴の新ミルクは従来品よりコクと甘味が増した分、ドトール史上最高の味 客数 +15.0% 客数 +8.3%
わいの理想的なカフェ・ラテ/カフェ・オレが誕生しました。これに伴い、ミルクを使用するドリンクメニ

ューの価格を改定し、リニューアル前日より10日間、抽選で合計1,000名様にドトールグループ専用 ２）新規出店状況
QUOカードが当たる、Twitterキャンペーンも実施しました。EXCでは夏に楽しめるエクセごはんの新
作3品やパスタの新作2品に加え、エスプレッソ使用のフローズンドリンクから新フレーバー「カフェ・
オレンジ」や、南欧産のトマトを使用したトマトのジュースを新たに発売しました。 当月 累計 月末店舗数

昨年同月は7/23より東京オリンピックが開幕しましたが、同時期に各自治体の要請に従い時短営業 Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 1 7 837
を行っていました。今年は規制が解除されていることから、引き続き前年比が大きく上昇しております。 直営店 2 7 233

小計 3 14 1,070
　■ 今月の主な施策 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 19

新商品 直営店 0 1 104
DCS EXC 小計 0 1 123
7/7 （　 フード 　） ミラノサンド 牛カルビ 7/7 （　 ライス 　） マスカルポーネと夏野菜のラタトゥイユ そ の 他 加盟店 0 0 35

（　 フード 　） ミラノサンド 牛カルビ チーズ （　 ライス 　） ココナッツキーマカレー 直営店 0 2 48
（　 フード 　） ミラノサンド 牛カルビ ハラペーニョソース （　 ライス 　） パクチーと彩り野菜のココナッツキーマカレー 小計 0 2 83
（　 フード 　） ミラノサンド 牛カルビ チーズ＆ハラペーニョソース 7/21 （　ドリンク　） カフェ・ オレンジ 合計 加盟店 1 7 891

7/21 （　ドリンク　） ミルクリニューアル （　ドリンク　） フルーツのようにあまい トマトのジュース 直営店 2 10 385
（　ドリンク　） プレミアム アイスカフェ・ラテ　※一部店舗 （　 フード 　） 十勝産とろろと瀬戸内海産しらすの明太子パスタ　※一部店舗 総 計 3 17 1,276

（　 フード 　） 爽やかレモンとハモンセラーノのクリームパスタ　※一部店舗

卸売 ( 焼き菓子 ) オレンジ&チーズ
7/5 （　 チルド 　） 白バラ牛乳Ⓡ使用×ドトール 白バラミルク珈琲 ( 焼き菓子 ) くるみ&キャラメル

2022年7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７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


