
　日本トイザらス株式会社（以下、日本トイザら

ス）は、玩具・子ども用品の総合専門店「トイザら

ス」、ベビー用品の総合専門店「ベビーザらス」、

トイザらスとベビーザらスの併設型店舗「トイザ

らス・ベビーザらス」を全国160店舗以上展開し、

ECサイト「トイザらス・ベビーザらス オンライン

ストア」（www.toysrus.co.jp）にも販路を広げて、

社名の由来でもある“Toys are us.”（おもちゃの

ことなら私たちに）の理念を受け継ぎながら、日

本の子供たちに夢と笑顔を届けている。

　トイザらスおよびベビーザらスの店舗内で従

業員が活用するハンディターミナルは、店舗内の

在庫検索や棚札の作成・出力、近隣店舗の在庫

検索などに利用され、無線LANでアクセスして

いるが、システムの老朽化とWi-Fi規格の古さに

伴う帯域不足が課題になっていた。

「従来の無線LANインフラは IEEE 802.11a/b

時代の古い方式でパフォーマンスが低く、保守切

れも近かったため、高速で安全性が高く、管理が

容易な無線LANシステムを必要としていました」

と語るのは、日本トイザらス IT部 インフラ・サー

ビス課 アシスタント・マネージャー 山﨑健一氏だ。

　また同社は、顧客が店舗内に設置されたタブ

レット端末やPCを使用して、店舗内に在庫して

いない商品をオンラインストアで注文する「スト

ア・オーダー・システム」をオムニチャネル施策の

一環で行っており、リアルな店舗とオンライン店

舗とのシームレスな連携のためにも無線LAN環

境の改善が課題になっていたという。

　次期無線LANシステムの選定において、必要

な条件となったのが、1）運用にかかる人的な負

担やコストの改善、2）置き換え作業負担の軽減、

そして3）安定した運用品質だった。その理由に

ついて、「当社の IT部門は人数に限りがあり、無

線LANシステムの切り替えに多くの人的なリソー

スをさけない状況でした。また、従来の無線LAN

はコントローラの不具合の度に各店舗でセット

アップし直さなければならず、無線LANコント

ローラの不具合に伴う運用負担も多かったので

す」と山﨑氏は打ち明ける。そのためクラウド管

理型の無線LANシステムに注目したという。

　クラウド管理型無線LANシステムは、各店舗

に配置したアクセスポイント（AP）を制御する

コントローラをデータセンターに設置する必要

がなく、一元的な集中管理が可能な上に、従来

のオンプレミス型コントローラとの通信による

ボトルネックを回避することができる。

　2015年1月頃から複数の製品を調査・検討

したところ、有力候補となったのはCTCSPが

提供するシスコシステムズの「Cisco Meraki」

（以下、Meraki）だった。まず日本トイザらスの

本社オフィスで検証機による性能を確認した後

に、実店舗でのトライアル運用を実施。旧無線

LANを全てMerakiに置き換えて検証した結果、

本稼働に問題がないと判断してMerakiの正式

採用が決定した。

　選定のポイントは3つ。第1にWebブラウザ

経由での優れたダッシュボードによる一元管理

のしやすさ。第2に店舗内のAP配置設計をテン

プレートで容易に実現でき、かつ新規店舗へも

テンプレートのコピーで簡単に展開できる拡張

性。そして第3が設置・設定と導通確認に関わ

る作業工数の簡素化であった。山﨑氏は「その

データからスピードや伝播範囲に問題がないと

確認し、パフォーマンス面や運用にかかる負担

の少なさ、作業コストの削減、既存の無線LAN

システムからの移行の容易さなどを総合的に判

断し、Merakiがベストな選択だと結論づけまし

た」と話す。

　その後、新店舗の千葉ニュータウン店にも

Merakiが導入され、3店舗で運用が開始され

ている。

　導入されたAPは「MR18」モデル。イーサネッ

トから給電する「802.3af PoEインジェクター」

も併用することで、短時間で入れ替え作業を完

了することができた。

　Merakiを導入したことで帯域は格段に向上

し、ハンディターミナルはもちろん「ストア・オー

ダー・システム」の運用環境も大幅に改善され

た。また、クラウドを利用することに心配もあっ

たが、Merakiの99.99%を誇る稼働率や情報

セキュリティーに対する取り組み、実績の高さ

などで払拭されたと山﨑氏はいう。

「以前はコントローラの設定作業を店舗内の

個々のAPに対して行わなければなりませんで

したが、Meraki導入後は全てのAPをクラウド

上から一括で作成、把握、管理することができ、

クラウドのダッシュボード上でテンプレートを

作成することでより簡単に店舗の増加や設定の

コピーおよびその展開が可能になりました」

　万一、APの通信が切れた時はアラートが飛

び、クラウドのロケーションマップ上で瞬時に

問題箇所を把握するとともに、現場のAPユニッ

トのLEDランプを点滅させて交換作業を迅速

化することができるという。

　今後は、新規店舗にMerakiを配備していくと

ともに、既存店舗の旧無線LANをMerakiに順

次置き換えていく計画だ。また、MerakiのCMX

機能※を使い、店舗内のWi-Fiデバイスの情報を

分析することも可能になった。クラウド上に来

店者のヒートマップ（ヒートマップとグラフの２

つのGUIのキャプチャを挿入）を表示すること

で売り場の利用状況の把握や業務の効率化を

支援し、顧客満足度の向上につながる施策の実

施も視野に入れているという。

「今回、CTCSPには提案からパイロット導入で

の通信状況の確認まで、的確なアドバイスをい

ただけたことでMeraki採用の判断に客観的な

裏付けができ、非常にタイトなスケジュールの

中で迅速に対応していただけたことは大変感謝

しています。Merakiにはさまざまな機能があり

将来的にそれらをどう活用していくかは計画中

ですが、新店舗のオープンもまだまだ続くため、

引き続き有益なサポートを期待しています」と

語る山﨑氏。CTCSPも日本トイザらスへの全

面的な支援と新たな提案を通じて、子供たちに

夢と笑顔を届ける一助となることを心から希望

している。
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ダッシュボードのテンプレートで店舗側での
稼働状況把握や設定変更が容易に実現

※ Cisco Connected Mobile Experience：
3点測位技術を用いてエリア内のWi-Fiデバイスの位置を特定
するもの。クラウド上で蓄積された位置情報から、滞留時間や
動線情報を視覚的に把握が可能になる機能。
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