
　 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
2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月 2018年12月 2018年11月

　新店を含む全店 売上 △4. 9% +7.6% +4.2% △1.5% △2.3% △2.1% △0.6% △2.0% △0.9% △2.4% △3.6% △1.0%

客数 △6. 7% +5.8% +1.4% △2.2% △3.3% △3.1% △1.7% △2.3% △1.4% △2.5% △3.7% △1.0%

　既存店 売上 △3. 8% +8.9% +5.5% △0.2% △1.4% △1.2% +0.1% △1.5% △0.8% △2.6% △3.7% △1.2%

客数 △5. 4% +7.4% +2.9% △0.8% △2.2% △1.9% △0.8% △1.5% △0.8% △2.2% △3.3% △0.8%

　 ■ 主な業態の既存店伸び率

2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月 2018年12月 2018年11月

　ＤＣＳ　直営店・加盟店 売上 △3. 4% +10.1% +6.7% +0.1% △1.2% △1.0% +0.4% △1.3% △0.6% △2.5% △3.5% △1.2%

客数 △5. 3% +8.2% +3.7% △0.5% △2.1% △1.8% △0.7% △1.4% △0.9% △2.2% △3.2% △0.7%

　ＥＸＣ　直営店・加盟店 売上 △6. 0% +3.2% △0.3% △1.5% △2.0% △1.6% △0.5% △1.8% △0.4% △2.3% △3.3% △0.6%

客数 △6. 4% +2.5% △2.1% △2.5% △2.7% △2.5% △0.8% △1.3% +0.6% △1.3% △3.4% △0.8%

　 　 ■ 直営店全業態の前年対比伸び率
19/10 19/10

       新店を含む全店 売上 △3. 8% 既存店 売上 △5. 5%
客数 △5. 3% 客数 △6. 7%

　 ■ コ メ ント
当月ＤＣＳでは、10月1日のコーヒーの日に合わせ、ベトナムの避暑地として有名な標高1500mを超えるダラット地区から、ドトール独自の買付に
よる厳選された「ロイヤル ハイランド ブレンド」を販売しております。 ２）新規出店状況
また、あつあつの手包みピザ「カルツォーネ」と、出来立てをワンハンドで食べられる「スティックシュー」を販売し、大変ご好評いただいております。
ＥＸＣでは、「タピオカドリンク」2種を新たに販売いたしました。アイスはもちろん、ほどよい温かさの「温タピ」も同時販売し、こちらもご好評いただ
いております。 当月 累計 月末店舗数

結果として、10月10日までは順調に推移していたものの、その後発生した台風などの影響で休業日数が大きく増加したこともあり、全社全業態で Ｄ Ｃ Ｓ 加盟店 3 16 917
売上客数ともに前年を下回る着地となりました。 直営店 0 1 190

小計 3 17 1,107
　 ■ 今月の主な施策 Ｅ Ｘ Ｃ 加盟店 0 1 23

新商品 卸売 直営店 0 2 100
ＤＣＳ 10/1 （   チルド    ） たっぷりミルクのおいしいカフェラテ 小計 0 3 123
10/1 （   フード   ）　カルツォーネ 彩り野菜とチキンのマルゲリータ 10/2 （   ドリップ1 ） 香り豊かなおいしい一杯120g そ の 他 加盟店 0 0 44
10/1 （   フード   ）　カルツォーネ 陸奥湾ホタテとエビのビスク 10/8 （   チルド    ） ブラックパールミルクティー 直営店 0 2 45
10/1 （ デザート1）  スティックシュー　（カスタード／ショコラ） 10/22 （ペットボトル） 果じゅわ アップル 小計 0 2 89
10/1 （ デザート1）  ベイクドチーズケーキ 10/22 （ペットボトル） 果じゅわ オレンジ 合計 加盟店 3 17 984
10/1 （ デザート1）  ショコラムース 10/22 （   チルド    ） EXCELSIOR　CAFFE　ルビーショコラ・ラテ 直営店 0 5 335
10/1 （ デザート1）  いちごとラズベリーのミルクレープ 総 計 3 22 1,319
10/1 （　 売店　  ）  ロイヤル ハイランド ブレンド

ＥＸＣ

10/17 （  ドリンク  ）　タピオカ アーモンドキャラメルラテ
10/17 （  ドリンク  ）　タピオカ ロイヤルミルクティー

※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

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
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