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6,001
億円

(21年計画：5,180億円)
18.5%

27,200
億円

74.5％

6,700
億円

(23年計画：6,500億円）
18.4%

24,028
億円

74.0％

C モビリティソリューション

B ⼩売・サービス

2022年

成⻑事業：ソリューショングローバル展開の加速 - ソリューション売上収益 -

乗⽤⾞系、商⽤⾞系
• 直営⼩売店サービス（含む北⽶⼩売⾦融サービス売上）

4,112億円 (21年)  ⇒  4,360億円 (22年)

6,001億円 (21年) ⇒  6,700億円 (22年)

■レジリアントなビジネスモデルを今後も拡⼤推進

IFRS基準

A

B

C

⼩売・サービス/
タイヤセントリックソリューション

タイヤ

モビリティ
ソリューション

• Webfleet Solutions
• Azuga

233億円 (21年)  ⇒  320億円 (22年)

• TB*リトレッド（グローバル）

948億円 (21年)  ⇒  1,100億円 (22年)
*TB: トラック・バス

• タイヤ単体売り切りでないソリューションビジネス形態
鉱⼭ソリューション、ホースソリューション
航空ソリューション、トラックタイヤマイレージ売上

381億円 (21年)  ⇒  520億円 (22年)

• サブスクリプション(moboxなど)

327億円 (21年)  ⇒  400億円 (22年)
タイヤセントリックソリューション

計画: 中期事業計画 (2021-2023)

36,500
億円

32,461
億円

グループ連結売上収益

2021年

サステナビリティを中核とした中長期事業戦略の実行

成長事業

成長事業として当社グループが掲げるソリューション事業は、お客様がタイヤを「使う」段階において価値を増幅し、コア事業であるタ
イヤ事業と連動することで、当社グループが提供する価値を最大化するものです。

タイヤセントリックソリューション、小売・サービス、モビリティソリューションの3つの事業において、グローバルで様々な取り組みを進
めています。環境変化に強くレジリアントな事業として今後も拡大を推進し、中期事業計画（2021-2023）においては2021年時点で
約18%のソリューション事業売上高比率を2023年に20%以上とすることを目指しています。
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ブリヂストンの主なソリューション 欧州 ⽇本 豪州 ⽶州
タイヤ
セントリック
ソリューション

リトレッドソリューション（タイヤ＋リトレッド＋メンテナンス）

鉱⼭ソリューション

航空機ソリューション（グローバルのエアラインへ⽇本をCoEに展開）

⼩売・
サービス サブスクリプション（タイヤ＋メンテナンス＋サービスパッケージ）

モバイルバンサービス

⼩売サービス（タイヤ周りのサービス＋メンテナンス）

⼩売ファイナンス
モビリティ
ソリューション フリート（運送）ソリューション

デジタルデータサービス

成⻑事業：ソリューショングローバル展開の加速

（豪州・チリの鉱⼭を中⼼に⽇本をCoE※2に展開） 41鉱⼭
に展開

SUP/CPL※3

※1  TPP：トータルパッケージプラン, ※2 CoE：Center of Excellence, ※3SUP:Single Unit Price / CPL: Cost Per Landing

Credit Card

※1

■主なソリューション事業の拡⼤進捗主なソリューション事業の拡大進捗

ソリューション事業のグローバル拡大

レジリアントなビジネスモデルを今後も拡大推進
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タイヤセントリックソリューションでは、トラック・バス用タイ
ヤ向けのリトレッド、鉱山ソリューションや航空ソリューション
などタイヤ単体の売り切りでないソリューションビジネス形
態を拡大していきます。事業者様の安全で効率的なオペレー
ションを支え、生産性の向上に貢献することを目指すと共に、
それらの活動により、CO2の削減・資源生産性向上といった
サステナビリティの課題へも取り組んでいます。タイヤセン
トリックソリューションの拡大を通じて、「Bridgestone E8 
Commitment」の「Ecology 持続可能なタイヤとソリュー
ションの普及を通じ、より良い地球環境を将来世代に引き継ぐ
こと」、「Efficiency モビリティを支え、オペレーションの生産
性を最大化すること」、「Extension 人とモノの移動を止めず、
さらにその革新を支えていくこと」にコミットしていきます。

当社グループの「断トツソリューション」を代表する鉱山ソ
リューションについては、鉱山用超大型タイヤ「Bridgestone 

MASTERCORE」などの「リアル」を中心にタイヤ事業の成長
を図ると共に、タイヤや車両のデータをリアルタイムで収集・分
析する先進的な「デジタル」を組み合わせた鉱山ソリューション
の拡充を進めています。

2021年に買収を完了した鉱山用タイヤのサービス・管理を手
掛けるソリューションプロバイダーであるOtraco社とのシナ
ジーにより、当社グループの鉱山事業者様向けオンサイトサー
ビスのネットワーク拠点を拡大、タイヤのライフサイクルを管理
するデジタルツールも活用し、鉱山事業者様のタイヤ在庫・オ
ペレーションコスト最適化などのソリューションを提供します。

当社グループは、グローバル資源メジャーと契約を結び、
2022年2月時点で41鉱山にタイヤとソリューションを組み合
わせたサービスを展開しています。今後も鉱山ソリューション
を拡大し、足元から鉱山オペレーションを支えていきます。

タイヤセントリックソリューション： 鉱山ソリューションの拡充

*1　店舗数（2021年末時点）：直営店/フランチャイズ/ボランタリーチェーン/特約店対象
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n ソリューション提供を含む⻑期契約拡⼤ ※2022年2⽉時点

“断トツ商品”（鉱⼭⽤超⼤型タイヤ）

Otracom
タイヤライフサイクル

管理デジタルプラットフォーム

“デジタル”“リアル”

現場密着の
オンサイトサービス

ブリヂストン＋Otraco*

鉱⼭⾞両・タイヤ
モニタリングツール

*2021年12⽉買収完了

MASTERCORE導⼊ターゲット：83鉱⼭

• 各鉱⼭⾞両の運⾏状況に合わせてタイヤの
使い⽅（積載量・スピード・タイヤ内圧等）を
提案

• 鉱⼭会社のタイヤ在庫の状況を可視化し、
タイヤの有効活⽤を提案

• 顧客のオペレーション計画に合わせて、
タイヤ必要量を予測し、
効率的なタイヤ在庫計画と運⽤を提案

成⻑事業：ソリューショングローバル展開の加速 – 鉱⼭ソリューション

MasterCoreを軸に
⽣産性向上やコスト最適化に繋がる
ソリューションを提案・実現

■断トツ商品「MasterCore」をベースに、”リアル“ X ”デジタル“を組み合わせ、
戦略的成⻑投資によりソリューション基盤のさらなる強化

■「断トツ商品」である
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成⻑事業：ソリューショングローバル展開の加速 – 鉱⼭ソリューション

MasterCoreを軸に
⽣産性向上やコスト最適化に繋がる
ソリューションを提案・実現

■断トツ商品「MasterCore」をベースに、”リアル“ X ”デジタル“を組み合わせ、
戦略的成⻑投資によりソリューション基盤のさらなる強化

ソリューション事業の基盤は、乗用車系で約18,400拠点、トラック・バス系で約6,400拠点*1をグローバルに持つ、「断トツソリュー
ションネットワーク」です。現場に密着し、お客様に寄り添い、その困りごとをお客様以上に理解するという当社グループのDNAをベー
スとした強い「リアル」といえます。これに、欧州で20年以上の実績があるデジタルフリートソリューションなどの「デジタル」を組み合
わせ、運行状況に関する各種データを管理・提供するなど、様々なソリューションを提供していきます。

● 「リアル」と「デジタル」を組み合わせたソリューション事業の拡大
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EV用充電ネットワークの拡充

EV向け充電ソリューションのリーディングカンパニーであるEVBoxグループと長期パートナーシップを締結し、BSEMIAが保
有する小売・ソリューションネットワーク拠点に、今後5年間で約3,500の充電スタンドを新たに設置するなど、EV用充電ネッ
トワークを拡充していきます。EVユーザーのお客様は、これらのBSEMIAの充電スタンドと、EVBoxグループが提供する公
共の13万か所以上の充電スタンドに、共通の専用カードまたはモバイルアプリを介してスムーズにアクセスすることができま
す。また、米国では、EV充電ソリューションプロバイダーのBlink 
Charging（ブリンク チャージング）と提携し、2022年に約50の
充電スタンドの設置を計画しています。

今回のパートナーシップ締結により、EV向け充電ソリューション
が当社グループの小売・ソリューションネットワークに加わること
で、EV向けのサービス、ソリューションをより包括的に幅広く提供
することが可能となります。
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2020 2021 2022

■⼩売・サービスの拡充

⽇本
欧州
⽶国

■サブスクリプションモデルの拡⼤
欧州から⽶国・⽇本へ拡⼤

Credit Card

欧州
・ 乗⽤⾞系ネットワーク(FIRST STOP / Speedy 等)

：直営 約500拠点
フランチャイズ 約600拠点 等

・ EV充電ソリューションネットワーク(EVBoxグループ提携)
：ブリヂストンの欧州⼩売網 約3500スタンド

EVBoxグループの管理充電スタンド 約13万スタンド

豪州
・ 乗⽤⾞系ネットワーク(B-Select 等)

：直営 約100拠点 等
・ モバイルバンサービス： Lube Mobile 約200台

北⽶：Blink Chargingと提携
（EV充電ソリューションプロバイダー）

タイ
・ 乗⽤⾞系ネットワーク(COCKPIT 等)

：直営 約100拠点 等

欧⽶でEV充電
ソリューションネットワーク拡充

19,600

41,600

104,000

成⻑事業：ソリューショングローバル展開の加速 – 乗⽤⾞⼩売・サービス

■ タイヤを「使う」段階での価値提供の強化 - UX
断トツソリューションネットワークを通じ、お客様⼀⼈ひとりに合わせたタイヤ・⾞両メンテナンスを提供

北⽶
・ 乗⽤⾞系ネットワーク

(Firestone Complete Auto Care 等)
：直営 約2200拠点 等
・ EV充電ソリューションネットワーク

(Blink Charging提携)
：2022年に約50スタンド設置
・ モバイルバンサービス

： Firestone Direct 約60台
Wrench 約150メカニック

・ ⼩売ファイナンス

⽇本
・ 乗⽤⾞系ネットワーク（タイヤ館 等）

：直営 約400拠点 / 
フランチャイズ 約200拠点 等

顧客体験（UX）価値を重視し、当社グループの「断トツソリュー
ションネットワーク」を通じて、サブスクリプションモデルやモ
バイルバンサービス、EV充電ソリューションネットワークなど、
お客様一人ひとりに適したサービスの提供を拡充します。強
い小売網を持つ、欧米、豪州、日本、タイを中心に推進していき
ます。EV普及への貢献など、「使う」段階での取り組みを通じ
て、「Bridgestone E8 Commitment」に掲げる「Energy 
カーボンニュートラルなモビリティ社会の実現を支えること」、

「Efficiency モビリティを支え、オペレーションの生産性を最
大化すること」、「Extension 人とモノの移動を止めず、さらに
その革新を支えていくこと」にも注力していきます。

お客様の使用条件に合わせてタイヤと車両メンテナンスをご
利用いただけるサブスクリプションモデル「mobox」は、欧州
を中心に拡大を進めています。2021年4月には日本で本格的
に提供を開始、同時に北米などへの展開も進めるなど、2022
年には2021年の2.5倍となる約10万件の契約を達成する計
画です。また、自動車の故障時にお客様のもとへ伺って高品質
なメンテナンスを提供するなど、お客様一人ひとりに合わせて
カスタマイズ可能なモバイルバンサービスも拡充していきま
す。

小売・サービスの拡充 　 サブスクリプションモデルの拡大

小売・サービス：タイヤを「使う」段階での価値提供の強化

https://evbox.com/en/
https://blinkcharging.com/
https://blinkcharging.com/
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北米でのモビリティソリューション展開拡大

2012 年に設立されたAzugaは米国に本社を構えるデジタルフリートソリューションプロ
バイダーで、GPSトラッキング、テレマティクス、ドライバーの動作モニタリングなど最新鋭
のフリート運行管理プラットフォームを、米国で6,000を超える運送事業者様、約20万台の
契約車両に提供しています。

当社グループは、北米で運送事業者様に向けて、最先端のタイヤ技術やリトレッドを活用したタイヤセントリックソリューション
を業界トップクラスの規模で提供しています。そして今回、Azugaが当社グループの仲間に加わることにより、さらに幅広いお
客様に対してデジタルを活用したモビリティソリューションを提供することが可能となります。また、Azugaが持つ運行管理プ
ラットフォームから得られる車両データを活用し、タイヤセントリックソリューションの進化、「断トツ商品」の開発、タイヤ販売に
おける顧客ベースの拡大などのシナジーを生み出していくことで、お客様の安全で効率的な運行を支え、車両の燃費改善を図
るなど、安全性、環境性、経済性、生産性などの社会価値・顧客価値のさらなる創出を図ります。

また、Webfleet Solutionsの買収により得られたノウハウ、知見を活用し、当社グループは北米におけるモビリティソリュー
ションのスケールアップを図っていきます。

当社グループは、欧州No.1のデジタルフリートソリューショ
ンプロバイダーであるWebfleet Solutionsを中核として、
戦略的成長投資の実行など、モビリティソリューションのグ
ローバル展開に向けた取り組みを進めています。モビリティソ
リューションの拡大を通じて、社会、お客様の安心・安全な移動
を支え、「Bridgestone E8 Commitment」の「Efficiency 
モビリティを支え、オペレーションの生産性を最大化すること」
にコミットしていきます。

欧州においては、運行状況に関する様々なデータの管理・
提供を通じて、ドライバーや運送業者様の安全性・生産性・
経済性の向上に貢献しているWebfleet Solutionsとそ
の他ソリューション事業を統合し、Bridgestone Mobility 
Solutionsとして、独立した法人を設立しました。2021年末時
点で約80万台の契約台数を2022年には約85万台に伸ばす
ことを計画しています。

また、欧州域外へもモビリティソリューションの拡大とサービス
強化を進めています。2021年には米国のデジタルフリートソ
リューションプロバイダーであるAzuga Holdings Inc.（以
下Azuga）を買収、これにより欧米を中心に合計約100万台
の契約車両へソリューションを提供することとなります。さらに
は、関連会社であるトルコのブリサ ブリヂストン サバンジ ラス
ティック サナイェ ヴェ ティジャレット ア－シェ（BRISA）におい
ても、デジタルフリートソリューションプロバイダーとしてトル
コや中東諸国などでフリート（運送事業者様）向けに運行管理
サービスを展開するArvento社の買収に合意し、モビリティソ
リューションの展開を加速させています。

モビリティソリューションの拡大を進めて各地域でのリーディン
グポジションを目指すと共に、欧州で培った経験・ノウハウを活
用し、グローバル展開の拡大に向けたシナジーの創出を推進
していきます。

モビリティソリューション：戦略的成長投資によるグローバル展開加速


