
「進化」のかたち
様々な商品の登場で、消費者にとっては玩具の選択肢が広がる一方で、玩具売場は減少傾向にあり、ま
たスマートフォンやSNSの普及で消費者の情報取得手段も多様化しています。このような市場変化の中
で、タカラトミーは、それまでの「商品」戦略から「ブランド」戦略へと舵を切り、更なる「進化」を目指して
います。本特集では、「ENDLESS」、「AGELESS」、「BORDERLESS」、「POA*」の4つのキーワードか
らその成長戦略を探り、進化し続けるタカラトミーの取り組みをご紹介します。
* POA （Point of Availability： 販売箇所）

商品からブランドへ
市場変化をとらえ「進化」を目指すタカラトミーの成長戦略

特集

エンドレス ボーダレスエイジレス
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ENDLESS
 時代とともに新しい遊びで発展していく

定番商品の進化

時代とともに新しいおもちゃが登場し、その選択肢の幅
が広がり続ける中で、「リカちゃん」「トミカ」「プラレール」
といった、親世代にとって懐かしい商品は、今もなお、現
代を生きる子どもたちを魅了してやみません。タカラト
ミーのこれら定番商品が、時代を超えて多くの子どもた
ちに親しまれ続けているその裏には、常に時代に合った
新しい価値の提供を目指す、ENDLESSな「進化」への
取り組みがあります。
　女の子が抱く「かわいい」「おしゃれ」への憧れを形にし
た「リカちゃん」は、その魅力を維持するためにモデルチェ
ンジを繰り返してきました。時代時代のトレンドを取り入
れながら、例えば育児に協力的なリカちゃんのパパなど、

「リカちゃん」を取り巻く環境設定も時代背景に合わせて
リニューアルすることで、「今どき」のおしゃれ遊び、ごっ
こ遊びを楽しめるよう進化しています。
　1970年に6車種から始まった「トミカ」は、音声やアク
ションといったギミックの付加に加え、「トミカ」周辺の
シリーズ商品を通じた新しい遊び方を提案し続けること
で、「トミカ」の魅力を最大化し、その高い完成度と豊富
なバリエーションから、時代と世代を超えて愛され続け
ています。1990年代には「音が出るトミカ」、モーターで
動くシリーズ「B/Oトミカ」やトミカサイズのラジオコント
ロールカー「R/Cトミカ」などを発売し、2000年代には
東京消防庁のハイパーレスキュー隊をモデルにSF要素

HOW WE EVOLVE  |  「進化」のかたち
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を加えた「トミカハイパーシリーズ」を発売、トミカを実
写化したTV番組「トミカヒーロー レスキューフォース」が
放送されるなど、「トミカ」は、常に男の子の憧れとして
進化を続けています。
　鉄道への憧れをきっかけに、子どもたちが自らの世界
を創造できる「プラレール」は、1959年の発売以来、最
新の新幹線や話題の車両、絵本などでの人気車両等を
タイムリーに商品化することでラインアップを拡充して
きました。60種もの定番車両に加え、それらを走らせる
充実した部品（レール28種、情景部品28種）が常時用
意され、無限に遊びを広げていけることから、時代を超
えて愛されています。「プラレール」初心者の購入比率が

5割を超える「N700A新幹線ベーシックセット」のよう
な、エントリー層向けセット商品だけでなくステップアッ
プモデルも取り揃え、ファン層を拡大しているほか、「プ
ラレール」遊びを更に広げるスマートフォンアプリの開
発や、運転士カメラと車窓カメラの２台のカメラを搭載
し、その映像をスマートフォンで見ながら操作できる「ス
マホで運転！ダブルカメラドクターイエロー」を発売す
るなど、時代に合わせた進化を遂げることで新しい価
値を提供しています。
　今後もタカラトミーは、トレンドや科学技術など時代
を捉えた新しい遊びを提案し続けていきます。

運転士カメラ 車窓カメラ

JR東日本商品化許諾済　　JR西日本商品化許諾済　　© TOMY
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AGELESS
新しい年齢層を取り込む

幅広い年齢層・ジャンルの開拓

様々なおもちゃの登場でユーザーにとっておもちゃの
選択肢が拡大していることは、同時に、一つのおもちゃ
のターゲット層の変化ももたらしています。以前は小学
生も遊んでいたのに、今では小学生になると卒業する
という玩具も少なくありません。しかし、そもそも「遊び
心」に年齢は関係ありません。タカラトミーでは、子ど
もはもちろん、大人、シニアに至るすべての遊び心を持
つ人に、新しい遊び・サービス・商品を提供することで、
AGELESSにファンを取り込む施策を進めています。
　その取り組みの一つが大人を意識した商品の開発で
す。子どもの頃に感じたり、思い描いたりした未来を、現
代の技術・発想で体感できる商品づくりに活かし、磁力
浮上・磁力走行する「リニアライナー」やおはなしロボッ
ト「OHaNAS（オハナス）」などのロボットシリーズを生
み出しています。その他、発売からわずか3年で世界14
か国・地域で累計販売数260万個と、日本発のグローバ
ルアイテムの定番商品へと成長したギミック付き動物

HOW WE EVOLVE  |  「進化」のかたち

フィギュア「アニア」をはじめ、「オートミー S」「ハロー！
ズーマー」「みつけてみよう！いろキャッチペン」「爆・笑太
郎」など、今年で組織発足から5年目となるニュートイ企
画部が手がけた新商品は、4年連続で日本おもちゃ大
賞を獲得し、高い評価を受けています。AGELESS商品
の取り組みは、回して跳んで楽しくダンスできる「ステッ
ピー」など、新感覚のスポーツ玩具という新しいジャンル
の開拓にもつながっています。
　またWEBを使ったeコマースについても、新規部門を
設立し、ECマーケティングやWEBメディアを使った広
告運用に取り組んでいます。メーカーならではのWEB
オリジナル商品や各種キャンペーン企画などにより、ス
タートした2014年3月期以降、毎年、前期の２倍を超え
る実績で売上を伸ばしました。その売上構成について
は、WEBオリジナル商品を一般商品が上回るなど、販
売チャネルとして順調に育ってきています。

エイジレス

エイジレス

進化へのキーワード 2



27

© TOMY

JR東海承認済

2727



イブレードバースト」大会の対象年齢は、子どもから大人
にまで広がっています。
　2016年4月にTBSで放送がスタートしたタカラトミー原
作のTVアニメ「カミワザ・ワンダ」の展開に当たっては、テ
レビ・WEB・出版・流通といったすべてのチャネルでター
ゲットとなる子どもたちとの接点を作ったほか、SNSでの
情報発信やイベントの実施などを通じて、親世代への訴
求も意識的に実施しています。また関連玩具については、
コンビニエンスストアなどの玩具外流通でも展開してお
り、キャラクター、コンテンツの認知を広めて「カミワザ・ワ
ンダ」を育てていきます。
　更にWEBメディアを使った広告運用では、人生ゲー
ムのプロモーション用のバイラル動画*2が1千万回の再
生記録を作るなどの成功事例も出てきています。次世代
マーケティングには、まだ、TVCMや雑誌広告のような固
定化・確立化された手法がありませんが、それゆえに大き
な可能性を秘めています。新しい試みに果敢に挑戦しな
がら、一つひとつ丁寧にその効果を検証し、商品・コンテ
ンツの価値を高めていきたいと思います。
*1  TV、ラジオ、新聞、雑誌の4媒体のこと
*2  SNS、ブログなどを通じて人伝いに伝播することを狙った動画

BORDERLESS
 新しいマーケティング

次世代マーケティング

マーケティングにおいては、これまでのマス4媒体*1を中
心としたワンウェイのコミュニケーションだけでは生活
者にメッセージが届かなくなっています。その背景には、
スマートフォンやSNSの普及などでメディアが多様化し、
それに伴って、生活者自身が自分のスタイルや嗜好に合
わせて情報取得のためのメディアを選択でき、自ら情報
を発信できるようになったことがあります。こうした情報
化社会の変化を踏まえ、タカラトミーでは、生活者と双
方向かつOne to Oneでつながる次世代マーケティング
に注力し、SNSやWEB動画などの新技術を含めた全方
位メディア展開で、BORDERLESSに商品を訴求してい
ます。更に、アミューズメント筐体や漫画、アニメ、音楽、
映画などのソフトと商品をタイアップさせることで、その
魅力の最大化も図っています。
　例えばBIG BET（最重点商品）である、「ベイブレー
ドバースト」は、相手を破壊して勝つバーストギミック
で新しい遊びの価値を加え、過去2世代の「ベイブレー
ド」を上回るヒットを創出していきたいという狙いが当初
からありました。そこで、子どもはもちろん、「ベイブレー
ド」第1世代のユーザーとなる20代前半の大人世代まで
幅広く情報を届けるために、雑誌やTVCM、アニメや動画
サイトなど幅広いクロスメディア展開でプロモーションを
実施しました。また、ユーザーがポイント機能を使ってよ
り深く楽しめるよう、店頭に最新技術「ベイクラウドシス
テム」との通信が可能な端末や「ベイブレード」に搭載の
NFCチップを判別し、個体を判別できる筐体を設置しま
した。こうした取り組みが奏功し、大ヒットを記録し、「ベ

HOW WE EVOLVE  |  「進化」のかたち
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アニメ

イベント
WEB・アプリ

トイ

マンガ

店頭無料筐体
「ベイターミナル」

©Hiro Morita, BBBProject, TV TOKYO
© TOMY



新たな売場の開拓

国内のおもちゃ販売店舗数は、小規模店舗から大型店
舗へのシフトや、インターネットの普及によるeコマース
の伸長で、減少傾向にあります。そうした状況を踏まえ、
タカラトミーでは「子どもがいるところに玩具あり」を徹
底すべく、POA（Point of Availability：販売箇所）の拡
大に努めています。
　POAの拡大にあたっては、まず、「子ども（0～ 12歳
男女）の行く場所」を調査・ランク付けし、「コンビニエン
スストア」「書店」「ドラッグストア」「外食店」など、玩具店
以外で子どもが足を運ぶ「場所」の市場環境と商流・物流
の仕組みについて調査を進めました。そしてそれぞれの
場所の特性に合わせた売場の提案を行うと同時に、オ
リジナル商品の開発・提案なども実施し、POAの拡大に
取り組みました。活動開始から1年が経過しましたが、コ
ンビニエンスストアには「オリジナルトミカ」、書店向けに
は「トミカ武将コレクション」など、オリジナル商品の開

発を進め販売機会を拡大しました。また新感覚スポーツ
トイ「プリスポシリーズ」のように、店舗特性にあわせた
売場提案を行うことで顧客接点の拡大を図りました。更
に、女児向けのクラフトホビー商品などは手芸専門店へ
の導入提案を実施し、「スター・ウォーズ」シリーズについ
ては、映画公開のタイミングに合わせて映画館での売場
づくりを実施するなど、販売機会の拡大に努めています。
また玩具外流通の導入の可能性がある商品はターゲッ
ト企業を絞って導入提案を進めています。
　玩具と他の商品とは、取引形態や利益構造、物流の仕
組みなど様々な商慣習が異なります。しかしその違いの
壁を乗り越えて、数多くの商品の導入を図り、「買うとき
に手が届く」を実現する販売機会の最大化に取り組んで
いきます。

HOW WE EVOLVE  |  「進化」のかたち
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POA
新しい売場と商品展開

進化へのキーワード 4

株式会社タカラトミー     アニュアルレポート 2016



31

書店

映画館

スポーツ見本市 手芸店

ドラッグストア

インターネット

コンビニエンスストア

高速道路 SA / PA

新規販売チャネルの拡大



ブランド戦略の推進

「ENDLESS」「AGELESS」 「BORDERLESS 」そして「POA」
をキーワードに進化しているタカラトミーには、大型コン
テンツが今後の公開を控えています。すでに今年国内で
「ベイブレードバースト」のアニメ放映が始まり、今期中に
は北米でも「ベイブレードバースト」の本格展開をしてい
きます。
　今、グローバルな玩具市場では大手メーカーによるIP
の争奪戦や育成合戦が激化しています。そこで勝ち抜く

グッズ展開 企業とのコラボレーション ミュージック・ ビデオへの出演
ツイッター・インスタグラムな
どのSNSによるイメージ拡散

HOW WE EVOLVE  |  「進化」のかたち

進化の実現

そして商品は
ブランドへ
  更なる進化に向けて

32

ためにも、タカラトミーは、資産である「商品」を使って、
その資産の価値を「ブランド」として高めていくブランド
戦略を推し進めていきます。商品は変わってもブランド
は永遠です。ブランドイメージが確立され、ブランド力が
高まれば、ライセンスビジネスなど、おもちゃ以外の展開
により更なる利益貢献が期待できます。「商品からブラン
ドへ」―タカラトミーの進化はこれからも続きます。

「リカちゃん」のブランド戦略例

エンドレス ボーダレスエイジレス
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アメリカの女性人気シンガー、アリアナ・グランデのシングル「フォーカス」の日本語版ミュージック・ビデオ*に出演
* ユニバーサル ミュージックの公式YouTube　https://youtu.be/gdeUxsVkRkYにて公開中

ARIANA×LICCA
アリアナ・グランデ×リカちゃん


