
　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 2021年6月 2021年5月

　新店を含む全店 売上 +9.1% +6.2% +4.2% +18.4% +10.9% +9.6% +2.3% △3.8% △3.4% +12.9% +13.6% +94.1%

客数 +4.7% +0.7% △0.7% +12.9% +6.8% +3.8% △2.6% △7.1% △6.8% +7.2% +10.0% +94.4%

　既存店 売上 +8.2% +5.8% +3.6% +17.6% +10.6% +9.2% +2.0% △4.1% △3.7% +12.8% +13.5% +92.3%

客数 +4.7% +1.0% △0.6% +13.0% +7.3% +4.2% △2.1% △6.7% △6.6% +7.4% +10.3% +93.2%

　■ 主な業態の既存店伸び率

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 2021年6月 2021年5月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 +7.4% +5.6% +3.4% +16.8% +10.2% +9.6% +2.7% △3.3% △3.2% +12.9% +12.3% +76.4%

客数 +4.0% +0.6% △1.1% +12.1% +7.0% +4.2% △1.9% △6.2% △6.4% +7.2% +9.3% +79.7%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 +12.2% +6.5% +5.5% +23.1% +13.1% +7.1% △2.4% △8.4% △6.5% +12.7% +21.7% +469.8%

客数 +9.6% +4.2% +3.2% +19.3% +9.4% +4.0% △4.3% △10.2% △7.4% +9.0% +18.2% +455.3%

　■ コメント 　　■ 直営店全業態の前年対比伸び率
当月DCSでは昨年もご好評いただいた人気商品「タピオカ ～黒糖ミルク～」と「タピオカ ～ロイヤル 22/4 22/4
ミルクティー～」の2品、爽やかなフローズンドリンク「アセロラ＆パインヨーグルン」、そして新緑の季        新店を含む全店 売上 +19.9% 既存店 売上 +12.8%
節にぴったりな宇治抹茶を使用したデザートを発売しました。EXCではもっちり食感が新しいプレッツ 客数 +14.8% 客数 +8.7%
ェルサンドや、全粒粉入りパンを使用したサンドを新たに発売したことに加えて、再販を望むお客様

の声にお応えして、パールタピオカドリンク2品を復活させました。 ２）新規出店状況
先月にまん延防止等重点措置が解除されて以降客足が戻ってきており、売上も回復傾向となってい
ます。引き続き店舗においては感染防止対策を継続しつつ、次月以降も季節に応じた魅力ある商品
の導入や、各種キャッシュレス決済を活用したキャンペーン等の施策を実行し、売上の回復に向けて 当月 累計 月末店舗数

取り組んで参ります。 Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 3 4 848
直営店 1 1 226

　■ 今月の主な施策 小計 4 5 1,074
新商品 卸売 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 0 20
DCS 4/1 （   ドリップ  ）ドトール 望ブレンドコーヒー 16P 直営店 1 1 105
4/28 （　ドリンク　） タピオカ ～黒糖ミルク～ （   ドリップ  ）ドトール 季節の珈琲 16P 小計 1 1 125

（　ドリンク　） タピオカ ～ロイヤルミルクティー～ （レギュラー） ドトール 望ブレンドコーヒー そ の 他 加盟店 0 0 35
（　ドリンク　） アセロラ＆パインヨーグルン　 （レギュラー） ドトール 季節の珈琲 直営店 0 1 49
（　ケーキ　 ） 京都府産宇治抹茶のモンブラン 4/12 （  　PET  　） ドトール ブラック PET 480ml 小計 0 1 84
（ 焼き菓子 ） もっちり抹茶どら焼き （　お菓子　） ドトール ドーナツ棒 コーヒー味/黒糖ラテ味 合計 加盟店 3 4 903

EXC （　お菓子　） ドトール ドーナツボール コーヒー味/黒糖ラテ味 直営店 2 3 380
4/28 （　ドリンク　） パールアイスラテ 総 計 5 7 1,283

（　ドリンク　） パールロイヤルミルクティー(ICEのみ)
（　 フード 　） プレッツェルサンド サーモン＆海老 ～バジルソース～
（　 フード 　） プレッツェルサンド ジャンボンハム＆パルメザンチーズ
（　 フード 　） 全粒粉入りパン パストラミビーフ＆グリーンリーフ

                                         ～トリュフマヨソース～
（　 フード 　） 全粒粉入りパン ハモンセラーノ&カマンベールチーズ
（　 フード 　） ふわもち ベリーのシフォンケーキ

2022年4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４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


