
 

 2015 年 1 月 29 日 
 

 日本トイザらス、「ストア・オーダー・システム」を全国 100 店舗以上に拡大 
ネットとリアルの融合推進により更なるシームレスリテーリングを実現 

 
玩具とベビー用品の国内最大級の総合専門店である日本トイザらス株式会社（本社：神奈川県川崎市、  

以下：日本トイザらス）は、オムニチャネル戦略の一環として、2014 年 7 月に開始した「ストア・オーダー・システ

ム」を、2015年 1月 30日（金）より、全国 42 店舗から 102店舗に拡大し、より一層のトイザらス、ベビーザらス

店舗と「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」（www.toysrus.co.jp）のシームレス化を推進いたします。 
 
「ストア・オーダー・システム」は、一部カテゴリーを対象に、トイザらス、

ベビーザらス店舗で取り扱いがない商品や欠品商品を、店舗にいなが

らスタッフのご案内のもと、オンラインストアにてご注文いただけるプロ

グラムです※1。お客様は、店内に設置されたタブレットやパソコンを使用

して※2、その場でご注文いただくことが可能で、ご自宅やトイザらス、 

ベビーザらス店舗、その他ご指定場所など、お客様のご都合に合わせ

て購入商品の受取場所をお選びいただけます。なお、オンラインストア

では、1 回のお会計 4,900 円（税込）以上で全国送料無料※3にてお送り

するほか、実店舗で商品を受け取る「イン・ストア・ピックアップ」をご利用

のお客様には、1 月 20 日（火）より、全国・全商品送料無料にてお届け 

しています。 
 

本プログラムは、昨年 7月に自転車、大型遊具（ジム）、大型ベビーギア、ベビー家具を対象カテゴリーとして

開始し、その後 10 月に、電動乗用玩具、ブランコセット、トランポリンを追加しました。さらに、今年 1 月からは、

新たにひな人形などの節句商品も加えています。 
 

日本トイザらス マーチャンダイズ本部、マーケティング本部、e コマース本部統

括本部長のマーク・ゴダードは次のように述べています。「モバイルの普及やデジ

タル技術の進化により、お客様の購入スタイルが多様化する中、当社はグローバ

ルな小売業として、変化に機敏に対応し、お客様が望まれる最良の方法で商品を

ご提供することが重要であると考えております。『ストア・オーダー・システム』は、

当社のオムニチャネル戦略の重要な柱として昨年夏に実施を発表して以来、  

大変多くのお客様にご利用いただいております。こうしたお客様の反響は、   

小売業にとって、シームレスなショッピング体験をご提供することの重要性を   

示していると考えております。今回、『ストア・オーダー・システム』を全国 100 店舗

以上に拡大して導入することで、お客様には今まで以上に利便性の高いサービス

をご利用いただけると期待しております」。 
 
日本トイザらスでは、引き続き、「ストア・オーダー・システム」の拡大を推進するほか、実店舗とオンラインス

トアの連携を高めることで、お客様への更なるサービス向上に努めてまいります。 
 

※1： オンラインストアで在庫がある場合に限ります。  
※2： 店舗により使用端末が異なります。 
※3： 大型別送品、沖縄県・遠隔地・離島は対象外となります。 

http://www.toysrus.co.jp/


 

＜報道関係者のお問い合わせ先＞ 
 

日本トイザらス株式会社 広報室      【 T E L 】 044-549-9072      
【E-Mail 】 pr-japan@toysrus.com 

 
 
            

 
 
 

＜日本トイザらス株式会社について＞ 
トイザラス・インクを親会社にもつ日本トイザらスは、日本において、約 7,000 人の従業員を擁しています。全国

165 店舗（1 月 29 日現在）の「トイザらス」「ベビーザらス」、「トイザらス・ベビーザらス オンラインストア」

（www.toysrus.co.jp）を運営し、国内外の信頼できるメーカーの質の高い商品をご提供しております。 
 
日本トイザらス株式会社             www.toysrus.co.jp/truj 
トイザらス・ベビーザらス 店舗情報      www2.toysrus.co.jp/store 
トイザらス・ベビーザらス公式 Facebook  facebook.com/toysrusjp / facebook.com/babiesrusjp 
トイザらス・ベビーザらス公式 Twitter     twitter.com/toysrus_jp / twitter.com/babiesrus_jp 
 
＜トイザラス・インクについて＞ 
トイザラス･インクは世界各国の「トイザラス」や「ベビーザラス」などをとおして他社とは異なるショッピング体験

をご提供する、世界有数の玩具・ベビー用品の総合専門店です。現在、全米とプエルトリコで 893 店舗の   

「トイザラス」、「ベビーザラス」を展開し、海外においては、36の国と地域で直営店を 735 店舗以上、ライセンス

ストアを 210店舗以上展開しています。また、格式あるFAO Schwarzブランドを独占的に運営し、ニューヨーク  

5 番街にある同ブランドのフラッグシップストア（旗艦店）では品質の良い玩具をご提供しています。E コマース

では、Toysrus.com、Babiesrus.com、eToys.com、FAO.comといったインターネット通販サイトを運営し、幅広

い品揃えで当社ならではの玩具とベビー用品をご提供しています。トイザラス･インクは、米国ニュージャージー

州ウェインに本社を置き、世界中に毎年約 70,000 人の従業員を擁しています。お子様の安全を守り、支援  

する取組みを随時ご提供し、お客様から信頼される身近なお店として地域社会に貢献してまいります。 
 
※： 「トイザらス」「ベビーザらス」という表記は日本国内の社名および店舗名のみに使用し、日本以外の世界各国における社名や店舗名は   

「トイザラス」「ベビーザラス」と全てカタカナ表記になります。 
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「ストア・オーダー・システム」対象店舗（2015 年 1 月現在） 

 北海道 トイザらス・ベビーザらス 札幌店

青森県 トイザらス・ベビーザらス 八戸店

岩手県 トイザらス・ベビーザらス 盛岡南店

宮城県 トイザらス・ベビーザらス 名取りんくうタウン店

秋田県 トイザらス 秋田店

山形県 トイザらス・ベビーザらス 山形店

トイザらス・ベビーザらス 郡山店

トイザらス いわき店

トイザらス・ベビーザらス 水戸店

トイザらス・ベビーザらス つくば店

ベビーザらス 宇都宮店

トイザらス・ベビーザらス 小山店

トイザらス・ベビーザらス 前橋店

トイザらス・ベビーザらス 伊勢崎店

トイザらス・ベビーザらス 太田店

ベビーザらス 川越店

トイザらス・ベビーザらス 草加店

トイザらス・ベビーザらス 蕨店

トイザらス・ベビーザらス 所沢店

トイザらス・ベビーザらス 新座店

ベビーザらス 蘇我店

トイザらス・ベビーザらス 松戸店

トイザらス・ベビーザらス 成田店

トイザらス・ベビーザらス 市川店

トイザらス・ベビーザらス 船橋店

トイザらス・ベビーザらス 幕張新都心店

トイザらス・ベビーザらス 新浦安店

トイザらス 多摩店

ベビーザらス 錦糸町店

ベビーザらス 府中店

トイザらス・ベビーザらス 武蔵村山店

トイザらス・ベビーザらス としまえん店

トイザらス・ベビーザらス 池袋サンシャインシティ店

トイザらス・ベビーザらス お台場店

トイザらス・ベビーザらス 町田多摩境店

トイザらス 港北ニュータウン店

トイザらス 平塚店

ベビーザらス 港北ニュータウン店

トイザらス・ベビーザらス 川崎高津店

トイザらス・ベビーザらス 相模原店

トイザらス・ベビーザらス みなとみらい店

トイザらス・ベビーザらス 横浜いずみ店

トイザらス・ベビーザらス 磯子店

トイザらス・ベビーザらス 藤沢店

トイザらス・ベビーザらス 小田原店

トイザらス・ベビーザらス 横須賀店

新潟県 トイザらス・ベビーザらス 新潟店

トイザらス・ベビーザらス 高岡店

トイザらス・ベビーザらス 富山店

石川県 トイザらス・ベビーザらス 松任店

福井県 トイザらス・ベビーザらス 福井店

トイザらス・ベビーザらス 長野店

トイザらス・ベビーザらス 松本店

福島県

神奈川県

富山県

長野県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

トイザらス・ベビーザらス 岐阜店

トイザらス・ベビーザらス 各務原店

トイザらス・ベビーザらス 長泉店

トイザらス・ベビーザらス 静岡店

ベビーザらス 名西店

トイザらス・ベビーザらス 木曽川店

トイザらス・ベビーザらス 三好店

トイザらス・ベビーザらス 大高店

トイザらス・ベビーザらス 東浦店

トイザらス・ベビーザらス 岡崎店

トイザらス・ベビーザらス 豊橋店

三重県 トイザらス・ベビーザらス 四日市店

トイザらス・ベビーザらス 京都駅前店

トイザらス・ベビーザらス 向日市店

トイザらス なんばパークス店

ベビーザらス 豊中店

ベビーザらス 東大阪店

トイザらス・ベビーザらス くずは店

トイザらス・ベビーザらス 阪急山田店

トイザらス・ベビーザらス 住之江公園店

トイザらス・ベビーザらス 泉北ニュータウン店

トイザらス・ベビーザらス 貝塚店

ベビーザらス 阪急宝塚店

ベビーザらス HAT神戸店

トイザらス・ベビーザらス 姫路店

トイザらス・ベビーザらス 神戸ハーバーランド店

奈良県 トイザらス・ベビーザらス 奈良橿原店

和歌山県 トイザらス・ベビーザらス 和歌山店

トイザらス・ベビーザらス 岡山店

トイザらス・ベビーザらス 倉敷店

トイザらス・ベビーザらス 福山店

トイザらス・ベビーザらス 広島府中店

山口県 トイザらス 下関店

徳島県 トイザらス・ベビーザらス 徳島店

香川県 トイザらス・ベビーザらス 丸亀店

愛媛県 トイザらス・ベビーザらス 新居浜店

高知県 トイザらス・ベビーザらス 高知店

ベビーザらス マリノアシティ福岡店

トイザらス・ベビーザらス 八幡店

トイザらス・ベビーザらス 福岡かすや店

トイザらス・ベビーザらス 福津店

トイザらス・ベビーザらス 久留米店

佐賀県 トイザらス・ベビーザらス 佐賀店

長崎県 トイザらス・ベビーザらス 佐世保店

熊本県 ベビーザらス 熊本店

大分県 トイザらス・ベビーザらス 大分店

宮崎県 トイザらス・ベビーザらス 宮崎店

鹿児島県 トイザらス・ベビーザらス 鹿児島店

トイザらス・ベビーザらス 那覇新都心店

トイザらス・ベビーザらス 沖縄ライカム店（2015年4月オープン）

岐阜県

静岡県

愛知県

京都府

大阪府

沖縄県

兵庫県

岡山県

広島県

福岡県
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