
■「中期経営計画」（2012年10月策定）
経営の最終目標「トップ集団を抜け出し、業界において全て
に『断トツ』」 「真のグローバル企業」に向け、5つの取り組み
①タイヤ戦略商品・事業の拡充
②基盤競争力の更なる向上
③ ”縦と横の広がり”の最大活用
④多角化事業の「選択と集中」
⑤環境活動、環境対応商品・事業

■数値目標（2014年度目標）

ROA 6%超を達成、「更に上」を目標に改善

売上高 年平均5%超の成長

営業利益 利益率12%の早期達成

2013年12月期のブリヂストンの連結決算は、売上高3兆5,680億円（前年比17%増）、営業利益4,381億円（同53％増）、経常利益4,347億円（同53％増）と大幅な増収増益、
かつ最高益を達成。円安傾向や新製品の投入がその主要因となっている。グループ経営の最終目標「真のグローバル企業」、「業界において全てに『断トツ』」にむけて、
2013年度は技術優位性の強化やイノベーションの促進を通じた競争力の高い商品・サービスの拡販、単なる商品の販売にとどまらないビジネスモデルの構築・拡大、供
給能力の増強、生産性向上、経営資源の効率的活用、環境対応商品・事業の展開を推進した。2014年度はグローバル企業文化の育成、グローバル経営人材の育成、グ
ローバル経営体制の整備に取り組む。2014年12月期は売上高3兆8,000億円（前年比6％増）、営業利益4,600億円（同5％増）、経常利益4,420億円（同2％増）と更なる業
績の拡大を見込んでいる。

■ 競争優位と競争戦略

http://www.bridgestone.co.jp/

① 国内外トップブランドである（世界３強）

② 幅広い品揃え

③ 技術開発力の高さ・高品質商品

④ 原材料内製・調達体制から国内最大の系列販
売網までの垂直統合体制

⑤ 多角化事業への技術展開

①原油等素材価格の高騰に左右されない収益構造の確保

原料の供給ルートの拡大による安定供給体制の獲得。

天然ゴム代替原料の早期実用化。

②海外製造体制の強化

タイヤ需要の拡大が予想される新興国で、高品質かつコ
スト競争力のある製品を製造できる体制を整える。

海外子会社の製品開発能力を強化する。

③サービス体制の強化

比較的高価な販売価格に見合ったサービス・サポート体
制を整備し、顧客への訴求力を高める。

④マーケティング戦略

環境イメージの訴求により環境意識の高い消費者を取り
込み、高付加価値製品（エコタイヤ等）の販売増につなげ
る。

■ 2013年12月期決算の総括

（２） 現在の強みと弱み （３） 今後の課題と新しい競争優位の方向（１） 現在の戦略

資料１ 価値活動分析表

コスト・リーダーシップ戦略

差別化戦略

集中化戦略

●

① 高コストの販社体質

② 価格競争力の低さ

③ 新興国・普及品対応

強
み

弱
み三つの

基本戦略

株式会社ブリヂストン （2014年）株式会社ブリヂストン （2014年）

期間中の目標 グループ経営の最終目標：「トップ集団を抜け出し、業界において全てに『断トツ』」

◎原材料価格高騰への対応
・ 国内外で、市販タイヤの価格
改定
・ グローバルな視点での調達
・ 多角化によるコスト低減

◎設備投資費： 2,749億円
（12年比10.7%増）

・タイヤ部門：2,559億円
・多角化部門： 190億円
建設・鉱山用ラジアルタイヤの生産
能力増強、新興国を中心とした海
外工場の建設と生産設備の増強

◎包装材削減、商品ラベルの省資
源化を推進

◎物流におけるCO2削減の取り組
みが評価され、ベルギーにおい
て「Lean and Green Award 2013」
を受賞

単体従業員数：14,919人（13年12月31日現在）
平均年齢：38.8歳、平均勤続年数：13.6年、平均年間給与：639万円
・ワークライフバランスの推進
-育児休暇制度等整備、出産や結婚を契機に退社した社員の再入社制度、事業所内保育所の整備など
-子育て支援のための取り組みが認められ、次世代認定マーク「くるみん」を取得
・ダイバーシティ推進
-女性のキャリア支援活動や、子育て支援活動が認められ、2013年度東証なでしこ銘柄を取得

期間中の目標
◎ROA： 6%超、「更に上」を

目標に改善
◎売上高： 年平均5%超の成長
◎営業利益：利益率10%の早期

達成

調達活動 製造 サービス

全
社

タ
イ
ヤ
事
業

出荷物流 販売マーケティング

◎広告・販売促進費：1,166億円
（前年比28.7%増)

◎自社で小売チャネルを展開（コク
ピット、タイヤ館、ミスタータイヤマン

◎海外販売網の拡大

◎ 「中期経営計画(MTP2012)」
（2013年～2017年までの
５ヵ年）

◎連結従業員数：145,029人
（12年比1,581人増）

・タイヤ： 127,069人
・多角化： 17,960人
◎労務費：803億円

（12年比4.4%減）

◎研究開発費：891億円
（12年比7.1%増）

人
事
労
務

技
術
開
発

全
般
管
理

グループ経営の最終目標：「トップ集団を抜け出し、業界において全てに『断トツ』」
「真のグローバル企業」

「中期経営計画2012（2013-2017）」の基本方針
1）タイヤ戦略商品・事業の拡充 2）基盤競争力の更なる向上
3）”縦と横の広がり”の最大活用 4）多角化事業の「選択と集中」
5）環境活動、環境対応商品・事業

◎2007年にバンダグ社を買
収し、リトレッド（タイヤ再生）
サービスを強化

世界５エリアに、タイヤ生産工場と原材料工場を設置

計

日本

米州

欧州
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2014年4月1日時点

タイヤ関連工場：海外の航空機用リトレッドタイヤ工場、タイヤ金型製造工場など

国内
北海道、東京、中部、大阪、中国、
九州の各販売会社

アメリカ、カナダ、メキシコ、
ブラジル、ベネズエラなど

米州

イギリス、ドイツ、オランダ、
フランス、スペインなど

欧州

中国、台湾、タイ、オーストラリア、
ニュージーランド、南アフリカ、
アラブ首長国連邦など

他

海外

全てに対する「安心」の追求を開発理念とし、環境、安全、快適に配慮した製品開発を行う。
・ゴムノキの病害拡大を防止する新しい科学的診断方法の開発。
・2050年をめどに商品の100%サステナブルマテリアル化を達成する。天然ゴム代替原料の開発。
・低燃費タイヤ「エコピア」シリーズ、転がり抵抗を大幅に軽減する新技術「ologic」の開発し、各社ハイブリッドカーや電気自動車に装着。
・非空気入りタイヤ「エアフリーコンセプト」を開発し、2013年東京モーターショーに出展。

http://www.bridgestone.co.jp/


（年度）

資料２． 業績の推移

資料３． 戦略経路分析（Historical Path Analysis）

◆単体決算 （億円）
◆ 過去10年間の業績推移

◆地域セグメント別売上高 （億円）

◆ 連結決算 （億円）

◆ 事業セグメント別売上高 （億円） ◆ 事業セグメント別営業利益 （億円）

*2014年度は予想

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

売上高 7,219 7,042 7,410 7,656 7,890 8,550 9,459
営業利益 1,138 1,177 1,249 1,055 1,099 1,157 952

経常利益 1,034 1,089 1,187 1,075 1,247 1,224 995

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
売上高 10,522 10,121 7,492 8,956 9,713 9,394 10,066

営業利益 1,261 539 121 585 564 1,393 2,053
経常利益 1,360 579 229 674 663 1,558 2,218

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

売上高 20,069 21,338 22,478 23,039 24,167 26,914 29,913
営業利益 1,618 1,180 1,829 1,833 1,977 2,139 1,909

経常利益 1,248 744 1,478 1,673 1,816 1,981 1,596
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

売上高 33,902 32,344 25,970 28,616 30,244 30,397 35,681 38,000

営業利益 2,500 1,316 757 1,665 1,913 2,860 4,381 4,600

経常利益 2,190 745 545 1,479 1,793 2,850 4,348 4,420

2012 2013
構成比

(%)

増減率

(%)

日本 6,962 6,748 18.9 96.9

米州 13,212 16,286 45.6 123.3

欧州 3,482 4,250 11.9 122.1

その他 6,741 8,396 23.5 124.6

計 30,397 35,681 100.0 117.4

2012 2013
構成比
(%)

増減率
(%)

タイヤ 25,572 30,369 84.8 118.8

多角化 4,991 5,462 15.2 109.4

計 30,563 35,831 100.0 117.2

2012 2013
構成比
(%)

増減率
(%)

タイヤ 2,605 3,995 91.2 153.4

多角化 255 386 8.8 151.1

計 2,860 4,381 100.0 153.2

*2014年度は予想
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組織変更

基本戦略

局面
攻勢的制攻勢的制
度化度化

解釈

2003年制定
の「ブランドビ
ジョン」では、
独自のブラン
ド価値を築く
ことを提唱。
2002年度に
は増収増益
に転じ、以降
2005年度ま
で増収増益。

「中期経営計画」（06～08）

継続的な成長を通して、グループ全体でバランスの取れた

事業構造目指す

ｽﾀｯﾄﾞﾚｽﾀｲﾔ
「BLIZZAK 
REV01」

ミニバン専用
タイヤ

「REGNO GRV」

退職金・年金
制度を改定

Playzの世界観
を表現した
専門店

「スタイルコク
ピット八王子」

団塊Jr向けﾌﾞﾗﾝﾄﾞ
「Playz PZ-1」

2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年

2006年には荒川氏が社長に就任し、持続成長路線を引き継
いだものの、2006年の営業利益は前年比を大きく下回ってい
る。国内外の生産拠点の整備や海外販社の整備、多角化部
門での伸び、欧州や中国での景気拡大などを背景に、2007年
には過去最高の売上高、営業利益、経常利益をもたらした。
その間、タイヤ部門では国内外で新商品を投入し、環境対応
商品や戦略商品を強化している。今後は2012年までの５ヵ年
計画を引き続き着実に実行していく。

渡邉恵夫社長

反転攻勢期反転攻勢期

「REGNO
GR-9000」

「SNEAKER
SNK2」

インドネシア、
ポーランド、
メキシコなどで
生産増強

2014年

生産拠点集約
オーストリア・
ニュージ－ランド
タイヤ工場閉鎖

国内販売体制
再編

・市販用タイヤ
・化工品

リトレッド・ソリュー
ションビジネスの展
開

多角化事業分野新
規ビジネス

2012年度に目標通りROA6%超を達成し、新た
な経営目標として「真のグローバル企業を目
指す」「業界において全てに断トツ」を設定。取
り組み内容はタイヤ事業の拡大、基盤競争力
向上、水平垂直統合の強化、新規事業戦略、
環境対応商品の強化と前年を継承する。2013
年度には技術イノベーション、ビジネスイノ
ベーション、グローバル経営体制の整備を重
点施策に掲げ、グローバル体制を人づくりと
組織づくりの両面から構築していく。

反転攻勢期反転攻勢期

荒川詔四社長

「中期経営計画」（09～12）を2008年10月に策定

最終目標：タイヤ業界、ゴム業界として名実ともに世界一の地位の確立を目指す

経営目標：2012年にROA6%を達成

エコタイヤ
「ECOPIA EP100」

ミニバン専用
「PlayzRV PRV-

1」

「タイヤ館GREEN 
PIT」

1号店を大阪府箕
面市に
オープン

育児・介護関連制
度改訂

津谷正明CEO

攻勢的布石期攻勢的布石期

2009年は景気後退からのタイヤ需要大幅縮
小（前年比80%)から大幅な減収減益となっ
た。それに対応し、2010年は徹底的な資産の
スリム化と、多角化事業の選択と集中の促進
を行った。「土俵を変える」をテーマにタイヤ事
業の拡大、基盤競争力向上、水平垂直統合
の強化、新規事業戦略、環境対応商品の強
化を実行し、2012年のROA6%達成を目指す。

低燃費タイヤ
「ECOPIA EX10」

静音タイヤ
「REGNO GR-XT」

化工品販売体制
再編

空気圧モニタリング
システム

｛TPMS  B-01」

ランフラットタイヤ
「POTENZA S001 

RFT」

中国・北米で
生産能力増強

「中期経営計画」

経営目標：・真のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ企業を目指す

・業界において全てに「断トツ」

目標業績：ROA6%超、更に上を目標に改善

低燃費タイヤ
「ECOPIA EP001S」

建設・鉱山車両用
タイヤ

生産能力増強

中国に化工品
新会社設立

電気自動車用
「ECOPIA EV-01」

カラーサイドタイヤ
新技術タイヤ
「ologic」

二輪用エコタイヤ
「BATTLAX SC 
ECOPIA」

車種別低燃費タイ
ヤ

「ECOPIA EX20」

ロシア、タイ、トルコ
工場建設

インド新工場開所

タイにテクニカルセ
ンター設立

海外タイヤ事業再
編



50～
59年

60～
69年

55年 東洋ゴムが株式を東
京証券取引所に上
場

53年 売上高が100億円を突破、業界首位
に立つ

51年 社名を「ブリヂストンタイ
ヤ株式会社」に復旧

・ ブリヂストンビル（本社ビ
ル）が竣工

56年 創立25周年記念式典を
久留米工場で挙行、記念
事業の一環として石橋文
化センターを建設、久留
米市へ寄贈

30～
39年

34年 久留米工場（現久留米第
1工場）が完成、本格生産
を開始

35年 ゴルフボールの本格的生
産を開始

37年 Vベルト・ゴムホースの製
造と防振ゴムの試作開始

30年 前身である日本足袋タ
イヤ部により第1号タイ
ヤが誕生（乗用車用／
29×4.50 4P）

31年 福岡県久留米市に「ブ
リッヂストンタイヤ株式会
社」を設立

37年 本社を福岡県久留米市
から東京に移転

74年 東洋ゴムがオースト 70年 第1回「ブリヂストンゴルフ

66年 東洋ゴムが米国での
タイヤ販売を促進す
るため、業界に先駆
け「Toyo Tire（U.S.A）
Corp.」設立

66年 CMｿﾝｸﾞ「どこまでも行こう」放送開始
65年 戦後初の海外工場「ブリ

ヂストン・マレーシア」が
操業を開始

62年 日本初のトラック・バス
用スチールラジアルタイ
ヤの開発に成功

・ 東京工場敷地内に技術
センターが竣工

64年 日本初の乗用車用ラジ
アルタイヤを開発

61年 株式公開を実施（店頭5
月）、東京・大阪証券取引
所に株式を上場（10月）

67年 ブリヂストンタイヤショップ
制度発足

・ 米国ロサンゼルスに販売
会社「ブリヂストン・アメリ
カ」を設立

68年 社是「最高の品質で社会
に貢献」制定

・ 卓越した品質管理を実施
している企業に与えられ
る「ﾃﾞﾐﾝｸﾞ賞実施賞」受賞

40～
49年

45年 （株）平野護謨製造
所設立が東洋ゴム
化工（株）と合併し、
東洋ゴム工業株式
会社に社名変更

49年 東洋ゴムが株式を大
阪証券取引所上場

42年 太平洋戦争にともない、
社名を「日本タイヤ株式
会社」に変更

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

資料４ 時系列活動分析表

70～
79年

74年 東洋ゴムがオースト
ラリア・ハギュラグ社
（現、Toyo Tyre and 
Rubber Australia 
Ltd.）に資本参加

79年 東洋ゴムが日東タイ
ヤ（株）と生産、技
術、販売、管理等業
務全般にわたり提携

76年 創業者石橋正二郎
死去

70年 第1回「ブリヂストンゴルフ
トーナメント」（現ブリヂス
トンオープンゴルフトーナ
メント）を開催

80～
89年

90～
98年

99年

6月 体重による圧力の集中を和らげる敷
き布団「エバーライト エルゴふとん」
を発売

・ 戸建て用システムバス「STAGEA（ス
テージア）」を発売

・ 食品・化学品の生産用タンク専用荷
重計「ステンレスロードセル S6シリー
ズ」を発売

7月 ノンフロンの水発泡技術を開発現場
吹き付け施工タイプの硬質ウレタン
フォーム断熱材「エバーライト NFR」
を発売

10月 輝度が高く低コストの照明用光フイ
バー「レイダックロッド」発売

・ 超大型浮体式海洋構造物「メガフ
ロート」に ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝの防舷材が採用

・ ブリヂストンメタルファ
（株）
を吸収合併

90年 欧州統括会社「ブリヂスト
ン/ファイアストン・ヨーロッ
パ エス エー」（略称BFE）
を設立

93年 スポーツ事業をブリヂスト
ンスポーツ（株）に統合

84年 コーポレートアイデンティ
ティーを導入、社名を「株
式会社ブリヂストン」に変
更するとともに新しいコー
ポレートシンボルを採用

88年 米国第2位のタイヤメーカ
ー「ファイアストン」社を26
億ドルで買収、子会社化

89年 北米の子会社を再編、
「ブリヂストン／ファイアス
トン・インク」（略称BFS）を
設立

83年 米国ファイアストン社のナ
ッシュビル工場を正式に
買収、北米に初の生産拠
点を確保

82年 コクピット1号店「コクピット厚木」が
オープン

・ 乗用車用スタッドレスタイヤを業界に
先駆け発売

94年 ブリヂストン／ファイアストン・ヨー
ロッパ エス エーを欧州統括事業会
社とし、欧州における販売・物流機能
を同社に統合

95年 ファイアストン･タイヤがインディカー・
レースに再参戦

97年 F1（フォーミュラワン）に参戦
98年 F1参戦2年目でブリヂストンタイヤ装

着チームとドライバーがワールドチャ
ンピオンを獲得

88年 東洋ゴムがゼネラル
タイヤ社（米国）及び
横浜ゴム（株）との合
弁により、トラック・バ
ス用ラジアルタイヤ
の製造会社「GTYタ
イヤカンパニー」を米
国に設立

92年 東洋ゴムが「TOYO
地球環境憲章」制定

97年 東洋ゴムが合弁会社
「正新橡膠（中国）有
限公司」で乗用車用
タイヤの生産を開
始、現地代理店を通
じて国内販売を開始

・ 東洋ゴムが自動車用
防振ゴム製品の分野
で鬼怒川ゴム工業
（株）と業務提携合意



2000年

1月 東洋ゴムが乗用車用
ラジアルタイヤ
「TOYO 
SPECTRUM」の中国
補修市場での販売を
開始

3月 『POTENZA S-02A』がフェラーリのフラッ
グシップ「360モデナ」に標準装着

4月 ブリヂストンカーライフサポートカードを
展開

5月 ７番目のﾒﾝﾊﾞｰとしてﾗﾊﾞｰﾈｯﾄﾜｰｸ･ﾄﾞｯﾄ
ｺﾑ（RubberNetwork.com）ヘ参加

6月 タイに販売訓練センターを設立
7月 ブリヂストンコミュニケーションスペース

改装、新ﾃｰﾏは「eco-sail（ｴｺｾｲﾙ）」
8月 ファイアストンのリコール対象タイヤの交

換本数が100万本に到達
9月 ｶｰﾗｲﾌ全般に関する情報提供ﾎｰﾑﾍﾟｰ

ｼﾞ「CAR LIFE Fan（ｶｰ ﾗｲﾌ ﾌｧﾝ）」開設
・ 「TURANZA ER30」が 「メルセデス･ベン
ツＣクラス」に標準装着

10月 『第34回東京モーターショー（商用車）』
にブリヂストンブースを出展

11月 環境負荷物質を使用しない塗装はがし・
表面処理システムを発売

12月 ｻｰｷｯﾄでのﾗｯﾌﾟﾀｲﾑ低下を抑える高運
動性能ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ「AQ DONUTS II」採用
第1弾「POTENZA RE-01」新発売

・ オートバイ・スクーター用タイヤの専門
販売会社「ブリヂストンモーターサイクル
タイヤ株式会社」を設立

1月 ポーランドの新工場、ポ
ズナン工場でタイヤ量
産開始

・ 中国に乗用車用タイヤ
の生産拠点を確保

2月 国内工場として15拠点
目の「磐田製造所」竣工

6月 グループとして、５年連
続でGMサプライヤー・
オブ・ザ・イヤー賞受賞

8月 米国向けタイヤ緊急増産
を約65万本に拡大

10月 ｵｰﾄﾊﾞｲ用・ｽｸｰﾀｰ用バ
イアスタイヤの開発・製
造合弁会社設立を合意

2月 ２本のタイヤを1本にで
きる大型トラック・バス用
超偏平スーパーシング
ルタイヤ『GREATEC（グ
レイテック）』を開発

4月 地震ｴﾈﾙｷﾞｰ吸収量を
従来品対比で２倍にし
た橋梁向制振用超高減
衰ゴムと制振装置開発

・ 特殊ゴムを付加した次
世代型「弾性ホイール」
を共同開発

・ ブリヂストン化工品技術
センターが竣工

7月 曙ブレーキ工業、カヤバ
工業と３社で足回りの共
同研究を開始

11月 タイヤ性能低下を抑制
する技術をさらに進化
新技術群採用

・ 新タイヤ基盤技術「AQ 
DONUTS II」を確立

・ ブリヂストン新技術セン
ターが竣工

1月 自動車用防振ゴムの分
野で、フランスのパウル
ストラ社とアライアンス

2月 クムホから中国の乗用
車用タイヤの製造・販売
会社の経営権を取得

3月 香港の航空機用更生タ
イヤ会社100%子会社化

5月 米国の繊維素材メーカー
「スビー・テクノロジー
社」から、適温の維持に
優れる新素
「ComforTemp (R)（コン
フォテンプ）」の製造・販
売権を取得

2001年

3月 東洋ゴムのRVブラン
ド「TRANPATH」シ
リーズの累計販売総
数300万本達成

6月 東洋ゴムが米国・ケン
タッキー州・フランク
リン市に自動車用防
振部品の生産・販売
新会社 Toyo 
Automotive Parts
（USA），Inc．設立

7月 東洋ゴムがセルジ
オ・タッキーニ社（本
社：イタリア、ノバラ

1月 2001年「POTENZA Circuit Challenge」、
2001年「POTENZA DRIVING LESSON」
を後援

・ 「AQDONUTS II」採用第2弾『POTENZA 
S－03 Pole Position』日・欧・米で発売

2月 「AQドーナツタイヤを買って当てよう！
総額1億円プレゼントキャンペーン」実施
「POTENZA RE-01 GRAND PRIX」開催

・ 2001年ブリヂストンF1サポート計画
・ 世界初、低床車、エアロパーツ装着車対
応のリフトアップ装置 「プロスタッフ」コン
ビネーションリフト発売

・ 「AQ DONUTS II」採用第3『B500si』発売
3月 コーポレートミュージアム「ブリヂストン

TODAY」を開設
7月 ブリヂストンコミュニケーションスペース

改装
7月 バン・小型トラック・バス

用スタッドレスタイヤ

3月 40%の軽量化と薄さを実
現した自動車用合わせ
ガラス向け高機能化フィ
ルムを開発

1月 海崎洋一郎代表取締
役社長が退き、後任
に、渡邉恵夫専務
取締役が昇格

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

社：イタリア、ノバラ
市）と合弁会社「セル
ジオ・タッキーニ・
ジャパン(株)」の設立
に合意

・ 東洋ゴムがタイヤ小
売店と顧客との信頼
関係作り・販促支援
のため、「TOYO EMS 
(E-mail Marketing 
Support ）プログラ
ム」を開発

改装
・ 「メガ発泡ゴム」採用により氷上性能を
向上させた乗用車用スタッドレスタイヤ
『BLIZZAK MZ-03』70、80シリーズ発売

8月 国内タイヤ工場での生産本数が累計で
20億本を達成

10月 ブリヂストンが２輪レース最高峰の
WGP500に参戦決定

・ 『第35回東京モーターショー（乗用車・二
輪車）』にブリヂストンブースを出展

11月 スタイリッシュ・スポーツ・タイヤ
「POTENZA G III」新発売

用スタッドレスタイヤ
「BLIZZAK Ｗ965」サイ
ズラインアップ追加

ルムを開発

11月 ブリヂストンが世界最大
のラジアルタイヤを開発

12月 ブリヂストンがタイヤの
雪上性能を予測する「ス
ノーシミュレーション技
術」を開発

2002年

1月 2002 FedEx Championship Series 
Round3「BRIDGESTONE POTENZA 
500」に大会スポンサーとして協賛

・ 2002年ブリヂストンモータースポーツサ
ポート計画

2月 2002年「POTENZA DRIVING LESSON
（P.D.L）」、2002年「POTENZA RE-01 
GRAND PRIX」を後援

3月 コンチネンタルとランフラットシステムに
ついてジュネーブオートショーで共同記
者会見開催

5月 ブリヂストン・グループ、ゼネラルモータ
ーズより「サプライヤー・オブ・ザ・イヤー
賞」を７年連続受賞

7月 「ＧＥＴ! ﾌｪﾗｰﾘ限定ｸﾞｯｽﾞ」ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ開催
・ 「メガ発泡ゴム」と「スノーシミュレーショ
ン技術」採用により氷雪上性能を向上さ
せた4×4車専用スタッドレスタイヤ
『BLIZZAK DM-Z3』新発売

8月 ブリヂストンコミュニケーションスペース
改装、新テーマは「ECO FORM」

9月 大型トラックの超偏平シングルタイヤ用と
して急激な空気漏れに対応する画期的
な安全装置『AIRCEPT』（エアーセプト）
を新発売

・ 床ずれ予防マットレス 『ソアガード
（SOREGUARD）』 新発売

10月 ブリヂストンのホームページ
「Bridgestone Online」をリニューアル

・ 「AQ DONUTS II」採用の4×4車用オー
ルテレーン･ラジアルタイヤ発売

・ 『DUELER A/T 694』新発売
11月 「Bridgestone Indy Japan 300 Mile」協賛
12月 AQ DONUTS II採用「B-style」（ビー・ス

タイル）発売

3月 ブリヂストン、油圧ホース
事業を再編

8月 グローバルベースでの
乗用車用ﾀｲﾔの増産お
よび生産供給体制再編

・ 国内２工場でゼロ・エ
ミッション達成

10月 緑化優良工場としてブリ
ヂストン佐賀工場が経
済産業大臣賞を受賞

11月 タイにトラック・バス用ラ
ジアルタイヤの新工場
建設

1月 独コンチネンタル社とラ
ンフラットタイヤ システ
ム開発で技術提携

3月 液晶に代わる画期的な
電子ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ用表示材
料を開発（液晶の約100
倍の応答速度を達成）

5月 世界最大のタイヤ性能
試験機を共同開発

9月 コンチネンタルとのラン
フラット技術提携に、横
浜ゴムが参加

11月 リチウム電池用電解液
の不燃化添加剤を世界
で初めて開発
革新的な次世代タイヤ
生産システム｢BIRD｣
（バード）を開発

12月 コンチネンタルと乗用車
およびSUV用ランフラッ
トシステムのサポートリ
ングへの横浜ゴム提携
参加を歓迎

1月 ブリヂストン創業者
石橋正二郎 「日本
自動車殿堂」入り

2月 ブリヂストン執行役
員制度を導入

7月 ブリヂストン、共和電業
と計量機器事業の営業
譲渡で合意

8月 「ブリヂストン環境報告
書2002」を発行

12月 ブリヂストンの欧州子会
社が事業再構築を実施

9月 建築免震・制振事業を
拡大

・ アメリカ赤十字に100万
ドルの寄付を実施

※ 環境問題への関心
が高まる中で、ゴム
業界でも石油以外の
物質から成型ゴムを
作ることが検討され
る。米国グットイヤー
社はトウモロコシを
フィラー成分としたタ
イヤBioTREDを発表

4月 日本ゼオン、JSR、
住友化学、旭化成が
合成ゴム・ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞ
ﾗｯｸの値上げを発表

7月 東洋ゴムが不二精工
が開発したﾀｲﾔ新工
法と自社のﾀｲﾔ新技
術を組み合わせた新
タイヤ製造技術によ
り、トヨタ自動車の開
発支援のもとで、高
性能タイヤを開発

9月 合成ゴム、ｶｰﾎﾞﾝﾌﾞ
ﾗｯｸ一次値上げ決定

12月 東洋ゴムが三菱商事
と中国に乗用車用タ
イヤ販売の合弁会社
「東洋輪胎（上海）貿
易有限公司」を設立
することに合意

・ 東洋ゴムはﾗｼﾞｱﾙﾀｲ
ﾔが市場の大半を占
めるため需要衰退が
予想されるﾄﾗｯｸ･ﾊﾞｽ
（TB）用ﾊﾞｲｱｽﾀｲﾔ
（7.50-18 14PR以上）
の生産・販売を順次
中止



※ 原油価格が高騰

1月 東洋ゴムが世界最大
級の大型横剛性試
験機を兵庫事業所明
石工場に導入

2月 東洋ゴムが小型船舶
搭乗者保護のため
の新法施行に対応
し、常時着用式救命
胴衣「トーヨー夢柔
力」を開発、国土交
通省型式承認取得

・ ダイキン工業と共同
で、硬質ウレタン
フォーム用新発泡剤
開発

・ 合成ゴムの2003年１
次値上げ

5月 合成ゴムの原料ブタ
ジエンの不足によ
り、一部タイヤを除く
一般のゴム成型会社
向けに、合成ゴムの
値上げが受け入れら
れる

・ タイヤ原材料の合成
ゴム・天然ゴムの値
上げをうけ、日本タイ
ヤ各社は輸出タイヤ
価格をい３～５％値
上げ

・ タイヤメーカーの輸
出が好調で、生産量
は前年比10％増

1月 東京工場に世界最大のタイヤ展示
FIM2003ロードレース世界選手権シリー
ズ Moto GPクラスサポート体制

・ 2003年ブリヂストンモータースポーツサ
ポート計画

・ ブリヂストンが「Enzo Ferrari」を特集した
Webサイト「Forzarossa（フォルツァロッ
サ）」を開設

・ 青山学院大学新キャンパスにブリヂスト
ンのノンフロン断熱材を採用

2月 ブリヂストングループのホームページを
グローバルでデザインを統一

・ 2003年「POTENZA DRIVING LESSON
（P.D.L）」を後援

・ 2003年「POTENZA RE-01 GRAND 
PRIX」を後援

4月 「東京ディズニーシー」にオフィシャルス
ポンサーとして参加

・ 「Auto Shanghai 2003」に出展
・ FIA（国際自動車連盟）が、ブリヂストン
を装着したジョーダン・フォードのドライ
バー、ジャンカルロ・フィジケラが2003年
ブラジルグランプリの公式な優勝者であ
ると発表

・ 天然ゴム・合成ゴム・カーボンブラック・
その他化学薬品等のタイヤ原材料の価
格高騰継続に伴い海外市場向けタイヤ
価格を改定

6月 航空機用ﾀｲﾔ、エアバス社へ納入決定

2月 中国に乗用車用ラジア
ルタイヤの新工場建設

3月 タイにカーボンブラック
工場を建設

4月 防府工場、彦根工場が
「ISO/TS 16949：2002」
の認証をタイヤ業界で
初めて取得

・ ゼネラルモーターズより
８年連続で「サプライ
ヤー・オブ・ザ・イヤー
賞」を受賞

2月 欧州子会社 フィンラン
ドのタイヤメーカーの株
式取得に合意。ブリヂス
トン ヨーロッパ 「Nokian 
Tyres」の18.9%の株式を
購入

4月 コンプライアンス相談室
を設立しコンプライアン
ス態勢を構築

・ タイヤの安全啓発活動
として「ブリヂストンタイ
ヤセーフティープロジェ
クト」を開始

6月 業績好調につき中間期

4月 ブランドビジョンを新たに制定

1． ブランドステートメントブリヂストンの変わらぬ情熱
世界のあらゆる場所で、すべての人のそばで、最
高の品質で応えること。心を動かす力になること。

2．. ブランドメッセージ
PASSION for EXCELLENCE
（パッション・フォー・エクセレンス）

3． ブランドイメージ目標
Dynamic Innovative Sophisticated

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2003年

6月 合成ゴムの原料が不
足

11月 東洋ゴムが上海市
に、海外では初の本
格的なネオン広告塔
を掲出

・ 東洋ゴムが海外（特
に北米）での旺盛な
需要に対応するた
め、仙台・桑名工場
でウルトラハイ パ
フォーマンスを中心と
した乗用車用・リフト
アップ用・SUV用タイ
ヤ、超高インチタイヤ
の生産能力増強を図
る

・ 中国による多量の天
然ｺﾞﾑ買いにより、天
然ゴムが海外で急騰

・ 中国政府が日本・米
国・EUから輸入され
るクロロプレンゴムに
対しダンピング調査
を始めると発表

・ 本社ビル１階のコミュニケーションス
ペースの展示を改装

7月 「ブリヂストン家族の思い出プレゼント
！！ in東京ディズニーリゾート」キャン
ペーン実施

・ タイヤショップ「ミスタータイヤマン」の
ホームページを開設

9月 第60回IAAフランクフルト国際モーター
ショー（60th IAA Passenger Cars 2003）
に出展

10月 第37回東京モーターショー 乗用車･二
輪車（2003年）に出展、プレスセンター運
営を協賛

11月 航空機用タイヤ、エアバス社の全機種
へ納入決定

・ ゴムとタイヤの博物館「ブリヂストン
TODAY」入館者数30,000人を達成

・ 輸入車特化型専門店「コクピット21世田
谷」を出店

12月 半導体製造装置・材料の国際展示会
『セミコン・ジャパン2003』に出展

8月 中国・江蘇省無錫市に
設立した乗用車用ラジ
アルタイヤ工場、普利司
通（無錫）輪胎有限公司
（Bridgestone (Wuxi) 
Tire Co., Ltd. ）の鍬入
れ式を実施

・ アジアにおけるトラック・
バス用ラジアルタイヤの
生産能力を増強。総投
資額は約90億円

・ 販売物流システムに国
内最大級のITインフラを
導入

9月 栃木工場で火災事故発
生

・ 栃木工場精練8号機用
カーボンタンクを撤去

・ 栃木工場の一部生産を
再開

・ 栃木工場の火災事故に
よる損害額を発表。帳
簿価額で精練工程のあ
る建物・設備が13億円、
原材料・製品など棚卸
資産が10億円、跡片付
けや撤去の費用が7億
円、計約30億円

11月 ブリヂストン久留米工場
が「緑の都市賞」を受賞

12月 鳥栖工場 コージェネ
レーションシステムを稼
動

9月 電気自動車向けインホ
イール・モーター駆動シ
ステム、「ブリヂストン・
ダイナミックダンパータ
イプ・インホイール・モー
ターシステム」 を開発

10月 タイヤの転がり抵抗を
大幅に低減させ、耐摩
耗性も向上させることが
できるタイヤ設計技術、
ブリヂストン・エコロジー
フォーカス・タイヤデザイ
ン・テクノロジー開発

12月 次世代半導体の基板と
して期待が高まっている
炭化珪素（SiC）単結晶
ウエハの開発に成功

12月 ブリヂストン相談役
海崎洋一郎、フラン
ス国家功労勲章コマ
ンドゥールを受章

業績予想を上方修正

7月 “ブリヂストン タイヤセ
ーフティー ドライビング
レッスン” 開催

・ 宮城県北部地震の被害
者救援と復旧支援を目
的に義捐金100万円を
寄付

8月 環境への取り組み強化
・ 「ブリヂストン環境報告
書2003」を発行

9月 中間決算発表時の業績
予想を下方修正

10月 ダイムラー・クライスラー
社と燃料電池乗用車
「F‐Cell」の利用に関す
る‘F-Cell（エフ･セル）グ
ローバルプログラム・
パートナーシップ’契約
締結

11月 ブリヂストン吹奏楽団久
留米が米国での初公演

・ ブリヂストン吹奏楽団久
留米が文部科学大臣よ
り「地域文化功労者」と
して表彰される

・ ブリヂストンこどもエコ
絵画コンクールを実施



※ 原油価格上昇

1月 東洋ゴムが天然ゴ
ム・石油関連材料等
の化学上昇に伴い欧
州・中近東市場で乗
用車・小型トラック・
バス用ラジアルタイ
ヤ価格を平均３％値
上げ

3月 ナフサの急激な値上
げリを受け、合成ゴ
ム大手メーカーの旭
化成ケミカルズ、三
井化学、住友化学、
JSR、昭和電工が
カーボンブラック全種
の値上げを発表

4月 東洋ゴムが軟質ウレ
タンフォームのリサイ
クル技術を開発

5月 天然ゴム・原油価格
の上昇に伴い、東洋
ゴムが国内販用タイ
ヤの出荷価格を5～
6％値上げ

6月 テレ東の番組

1月 オートバイ世界選手権のMotoGPクラスにエ
ントリーしている「カワサキレーシングチー
ム」へ、2004年ｼｰｽﾞﾝよりﾀｲﾔの供給を開始

・ 天然ゴム・その他のタイヤ原材料の価格高
騰の継続に伴い、海外市場でラジアルタイ
ヤ・バイアスタイヤの価格改定を実施

・ 2004年ブリヂストンモータースポーツサ
ポート計画を発表

・ 「第96回シカゴ・オートショー」に出展
2月 F1 JAPANESE GP 観戦プレゼントキャン

ペーン実施
3月 「第74回ジュネーブモーターショー」出展
・ 2004年「POTENZA RE-01 GRAND PRIX」を
後援

・ バッテリーフォークリフト専用タイヤ
「PUNCNON EX01」新発売

・ 天然ゴム等原材料価格高騰に伴い国内市
販用ﾀｲﾔのﾒｰｶｰ出荷価格の値上げを決定

・ 「第31回東京ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙｼｮｰ」出展
・ オゾン層破壊物質である現行フロン品
HCFC141b）断熱材の販売を終了。ノンフロ
ンで難燃化を実現した断熱材「エバ－ライト
-NFNR」発売

・ 「BLIZZAK（ブリザック）」ブランドのスタッド
レスタイヤのメーカー累積出荷本数が1億
本を突破

4月 技術ｾﾝﾀｰで「ブリヂストンこどもエコ絵画コ
ンクール表彰式」及びダイムラー・クライス
ラー社の燃料電池車「F-Cell」納車式実施

・ ランフラットタイヤ 累計出荷本数100万本
突破

・ 製造した一部の自在型継手付ガスコードの
自主回収を決定

・ 無料巡回バス「メトロリンク日本橋」協賛
5月 ブリヂストンのランフラットタイヤ「POTENZA 

RE050 RFT」を装着したBMW社新型BMW ６
ｼﾘｰｽﾞが国内で発売

・ 2004年BMWドライバートレーニング協賛
・ 2004年AMAスーパークロス250ccクラス
ブリヂストン装着ﾗｲﾀﾞｰが16戦全戦で優勝、
ｼﾘｰｽﾞﾎﾟｲﾝﾄでも１位から４位を独占

6月 本社ビル1階のコミュニケーションスペース

2月 関東～九州間のタイヤ
製品の物流に、鉄道輸
送を活用することにより
環境負荷を軽減するた
めの実証実験を開始

4月 建設車両用中小型タイ
ヤの生産能力を増強。
総投資額120億円

6月 栃木工場の笠井事故に
つき「社内調査チーム」
発足

7月 栃木工場新精練棟が操
業開始

・ 全額出資子会社ブリヂ
ストン タイヤ マニュファ
クチュアリング （タイラン
ド）カンパニー リミテッド
が、トラック・バス用タイ
ヤ専門工場を開所

・ 中国に自動車シート用
ウレタンフォームの製
造・販売合弁会社「広州
普利司通化工製品有限
公司」 を設立（８月より
生産開始）。資本金800

3月 フィルムタイプのプラ
ズマテレビ（PDP）用
フィルターの開発にお
いて、世界で初めて量
産化に成功

6月 「2003知的財産報告
書」を発行

1月 ブリヂストン厚生年
金基金が、確定給付
企業年金法に伴い、
代行部分につき将来
分支給義務免除の
認可を受ける

2月 取締役・従業員に対
するストックオプショ
ンとして新株予約権
の発行を決議

3月 天津ブリヂストン女子
バレーボールクラブを
招日。小平地区にて
親善バレーボール教
室を開催

4月 2004年『ブリヂストン
タイヤセーフティー ド
ライビングレッスン』開
催

・ 4月8日のタイヤの日
に、全国一斉の安全
啓発活動を実施

・ ゼネラルモーターズよ
り「2003 サプライ
ヤー・オブ・ザ・イヤー
賞」を受賞

5月 障害者雇用促進法に
基づき特例子会社「ブ
リヂストンチャレンジド
株式会社」を設立

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2004年

「ニュースアイ」にて、
原油価格上昇にとも
なう石油化学製品の
値上がりの結果とし
て、タイヤの値上げ
が報道される

8月 合成ゴムの原料の高
騰に伴い、JSR、旭
化成ケミカルズ、三
井化学、日本ゼオ
ン、住友化学、クラ
レ、宇部興産、クレイ
トンが合成ゴムの値
上げを発表

11月 ゴム材料の値上げ続
く

12月 日本ゼオン、2004年
３回目の合成ゴム値
上げを発表

・ スマトラ沖大地震

※ 2004年日本自動車
生産台数が1000万
台を超す。大手5社で
は海外生産が国内
生産を上回る

を改装し、「ブリヂストンこどもエコ絵画コン
クール」の受賞作品とダイムラー・クライス
ラー社の燃料電池車「F-Cell」の展示開始

・ 「2004年北京国際モーターショー」出展
・ ホームページ「POTENZA on Web」刷新
・ ランフラットタイヤ「POTENZA RE050 RFT」
が、フェラーリ社の最新モデル「612 
SCAGLIETTI」のｵﾌﾟｼｮﾝ装着用ﾀｲﾔとして承
認を獲得、同社への納入開始

・ 本社ビル1階のコミュニケーションスペース
の展示を改装

7月 スポーツ走行向けプレミアムブランド
「POTENZA」シリーズから「POTENZA RE-
01R」・「POTENZA RE050」発売

・ 乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK 
REVO1」ラインアップに、40・45・50・55シ
リーズの低偏平サイズを加え全国発売

・ 安全啓発活動「タイヤセーフティープロジェ
クト」の一環で「タイヤセーフティー」デスク
トップマガジンの配信を開始

・ ホームページ「BRIDGESTONE ONLINE」で
安全･安心のための「タイヤの正しい使用と
管理」を開設

8月 1～3.5トンクラスの小型トラック・バス用タイ
ヤ「DURAVIS R205」 発売

9月 2004年パリ オートサロンに出展
・ No.117子供向けホームページ「ブリヂストン
キッズワールド」を新設

10月 ｲﾀﾘｱのフェラーリ美術館にブース設置
・ 電子ディスプレイ事業に参入－反射型液晶
に替わる電子粉流体®を用いた新世代表
示素子(QR-LPD®)を商品化－

・ 「第38回東京モーターショー ―働くくるまと
福祉車両―（2004年）」に出展。プレスセン
ター運営を協賛

11月 2005年ｼｰｽﾞﾝよりドゥカティ･マルボロ・チ
ームへのMoto GP用ﾀｲﾔの供給に合意

・ 「ドライブに関する意識調査実施
・ 団塊ジュニア世代向けタイヤ新ブランド
「Playz」を立ち上げる

・ 「Playz」の第一弾商品 “らく”を追求した乗
用車用ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ 「Playz PZ-1」新発売

12月 原材料価格高騰により海外市場向けタイヤ
価格の値上げを決定

・ 航空機用ラジアルタイヤ、ボーイング社の
次世代航空機「7E7」に標準装着決定

・ 「Playz」「REGNO」のWEBを新規に開設
・ 2005年「BRIDGESTONE INDY JAPAN 
300mile」に協賛

万米ドル、52％をブリヂ
ストンが出資

・ 国内全15工場でゼロ・エ
ミッションを達成

・ 新たに防府工場と久留
米工場がコ・ジェネレー
ションシステム導入決定

8月 下関工場コ・ジェネレー
ションシステム稼動開始

・ 甘木工場で火災事故が
発生

・ 甘木工場が操業再開

9月 革新的タイヤ生産シス
テム「BIRD」を彦根工場
に導入（量産設備に260
億円を投資）

・ 甘木工場バンバリーが
操業再開

・ 中国・江蘇省無錫市に
設立した乗用車用ラジ
アルタイヤ工場、普利司
通（無錫）輪胎有限公司
を開所

10月 中国・瀋陽にスチールコ
ード工場（普利司通（瀋
陽）鋼絲線有限公司を
建設

・ タイ子会社ブリヂストン・
カーボンブラック（タイラ
ンド）カンパニー・リミテッ
ドが、タイ・ラヨーン県に
約17億バーツ（約50億
円）を投資して建設した
バンカイ工場を（生産能
力は年産約40,000トン）

11月 中国・上海市にタイヤ事
業統括会社「普利司通
（中国）投資有限公司」
を設立

12月 ブラジル、バイーア州に
約１億6,000万米ドルを
投資して、乗用車・小型
トラック用タイヤの生産
工場建設を決定

9月 タイヤの周波数音を吸
収するタイヤ空洞共鳴
音低減ホイールを開
発

・ 電気自動車向けイン
ホイール・モーターの
新しい駆動システム
「ブリヂストン・ダイナ
ミックダンパータイプ・
インホイール・モーター
システム」を改良し
バージョン II として実
用化に成功

・ ドイツのコンチネンタ
ル社と先進技術を駆
使した商用車用のタイ
ヤ内圧警報システム
の共同開発に関し合
意

11月 沖縄美ら海（ちゅらう
み）水族館からの要請
を受け、イルカの人工
尾びれを当社ゴム技
術により製作

12月 数値解析により、多様
な路面状況に応じてタ
イヤ性能を予測する
技術「総合路面シミュ
レーションCROSS」を
開発

7月 「ブリヂストン社会・環
境報告書2004」を発行

9月 びわ湖生命（いのち）
の水プロジェクト発足

・ 日本自動車ジャーナリ
スト協会（AJAJ）主催
「母と子のセーフティ
運転トレーニング」に
協賛

10月 新潟県中越地震の被
害者救援と復旧支援
を目的に救援物資と
義捐金500万円を寄付

11月 全日本吹奏楽コンクー
ルでブリヂストン吹奏
楽団久留米が25回目
の金賞獲得

・ グッドイヤーと天然ゴ
ム農園買収に合意

12月 第2回ブリヂストンこど
もエコ絵画コンクール
を実施

・ 愛・地球博 こいの池-
ナイトイベント「こいの
池のイヴニング」 に協
賛



4月 JSR、日本ゼオン他、
大手合成ゴムメー
カーの３次値上げ決
着

6月 カーボンブラックの値
上げが決定

7月 世界的なﾀｲﾔ生産が
好調で、タイヤメー
カーが一般市場で天
然ゴムを買い集めた
ことにより、天然ｺﾞﾑ
が10年来の高値を更
新

・ 建設車両用タイヤの
大型化傾向が顕著
に。海外市場で需要
増加、原材料高

8月 東洋ゴムがトラック・
バス用タイヤの新基
盤技術「e-balance」
を確立

・ 日本自動車タイヤ協
会が「2005年自動車
タイヤ国内需要予
測」の年央見直しを
発表。新車用は微減
も市販用増加で、当
初予想を上方修正

・ 小型乗用車の伸長
目立つ。国内登録台
数も対前年同期比微
増へ

9月 ナフサ高騰を理由に
合成ゴム各社が合成
ｺﾞﾑの値上げ発表

・ 横浜ゴム、住友ゴム
工業が国内市販用タ
イヤを値上げ

10月 東洋ゴムが天然ｺﾞﾑ・
原油価格の高騰、合
成ゴム・カーボンブ

1月 ﾌｪﾗｰﾘ社最新ﾓﾃﾞﾙのスーパーアメリカ
の標準装着用タイヤとして「POTENZA 
RE050」が承認を取得、ﾀｲﾔの納入開始

・ 「TOKYO AUTO SALON 2005 with 
NAPAC」に出展

・ CIK（国際カート連盟）公認のレーシング
カート用タイヤを発売

・ 2005年ブリヂストンモータースポーツサ
ポート計画発表

2月 ｼﾞﾑｶｰﾅ競技・ｻｰｷｯﾄ走行用ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔ
「POTENZA RE55S」「TYPE SR2」発売

・ 新ブランド「Playz」の第一弾商品「Playz 
PZ-1」発売し、インターネット限定のオー
プンキャンペーン実施

・ ブリヂストンアメリカスホールディング・
インクが「シカゴ オートショー」に出展

・ ブリヂストンブランドタイヤの装着車両を
対象としたサーキット走行会「POTENZA 
RE-01R GRAND PRIX (01RGP)」を後援

3月 スイス、ジュネーブの「第75回 ジュネー
ブモーターショー」に出展

4月 2月より発売を開始した新商品「Playz 
PZ-1」に65シリーズを追加発売

・ 「第32回東京モーターｻｲｸﾙｼｮｰ」出展
・ 「Auto Shanghai（オート上海）2005」出展
・ フェラーリ社の最新モデルF430の標準
装着用タイヤとして「POTENZA RE050」
が承認を取得、タイヤの納入を開始

・ ブリヂストン・グループ、ゼネラル・モー
ターズより「2004 サプライヤー・オブ・
ザ・イヤー賞」を10年連続で受賞

5月 本社ビル1階のコミュニケーションスペー
スの展示を改装

6月 販売済みの「タイヤチューブ」・「チューブ
レスタイヤ用エアバルブ」に使用された
（株）旭金属工業所製バルブコアの一部
を自主的に交換することを決定

7月 新車装着用タイヤとして発売している

1月 世界的な建設車両の需
要伸長に伴うゴムクロー
ラの需要増に対応し、欧
州市場向け生産供給拠
点を確保するため、ポー
ランドのジャルフにゴム
クローラ生産工場を新
設

・ ブリヂストンアメリカス
ホールディング・インク
が、グループ内でメキシ
コ３番目となるタイヤ工
場の建設を決定

4月 全額出資子会社の普利
司通（常州）汽車配件有
限公司が、中国・江蘇省
常州市に自動車用防振
ｺﾞﾑ工場を建設・開所

・ 中国・広東省惠州市で
のトラック・バス用ラジア
ルタイヤの新工場建設
を決定（2007年1月から
生産開始予定）。総投資
額約3億米ドル（約315
億円）。生産能力は、
2008年末までに日産約
70トンとなる見込み

5月 ブリヂストン ヨーロッパ
エヌヴイ／エスエー
（BSEU）が、ハンガリー
で乗用車用タイヤの生

3月 みずほ情報総研
（株）と共同でウレ
タンフォームなどの
発泡樹脂の型内成
長を予測する発泡
樹脂型内流動シ
ミュレーターを開発

4月 慶應義塾大学医学
部に「ブリヂストン
神経発生・再生学
寄附講座」開設

6月 「2004知的財産報
告書」を発行

7月 ピュアベータ（高純
度炭化ケイ素ファイ

2月 取締役・従業員に
対するストックオ
プションとして新
株予約権の発行
を決議

4月 退職給付制度の
安定的継続と従
業員の退職後の
生活支援の両立
を目指し、退職
金・年金制度を改
定

1月 ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｽﾏﾄﾗ島沖地震の被災
者に義援金１億円を寄付

・ 業績好調のため期末配当予想
を上方修正

2月 （財）世界自然保護基金ジ
ャパンと共に「琵琶湖お魚ネット
ワーク交流会」開催

・ 2003年～07年までの５年間に総
額2,270億円を投資し、世界各
地でタイヤ生産拠点の整備・増
強を図ることを決定

・ ドライビング講座「POTENZA 
DRIVING LESSON（PDL）」後援

3月 FIA（国際自動車連盟）設立の交
通安全・環境などに関する国際
慈善団体FIA Foundationと共に
全世界に向け交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰ
ﾝ“Think Before You Drive（運転
前の簡単な点検があなたを守
る）”共同開始発表

4月 ４月８日のﾀｲﾔの日に全国一斉
の安全啓発活動実施

・ 一般ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを対象とした“ブリ
ヂストン タイヤセーフティー ドラ
イビングレッスン” 開催

・ 「第２回ブリヂストンこどもエコ絵
画コンクール表彰式」実施

・ 「ブリヂストン タイヤセーフティ
ープロジェクト」の一環として交
通安全教育「タイヤセーフティー
セミナー」自動車学校で開催

・ 福岡県西方沖地震の被害者救
援と復旧支援を目的に義援金
1,000万円を寄付

・ ストックオプションの払い込み金
額を決定

7月 子会社ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝﾀｲﾔｾﾝﾀｰ旭
（株）､広島ｻｰﾋﾞｽ商事（株）解散

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2005年

ラック・ゴム薬品等・
スチールコードの価
格上昇に伴い、国内
市販用タイヤ出荷価
格を平均６％値上げ

11月 中国の合成ゴムを生
産している吉林石油
化学コンビナート工
場内で爆発事故。中
国国内でSBRの大幅
な不足が予想される

・ 日本自動車タイヤ協
会が９月度の生産・
出荷状況を速報。生
産は対前年同期比
6.7%増と高水準を維
持。輸出出荷も2桁
伸長

12月 国内市販用タイヤの
値上げが相次ぐ

・ 日本自動車タイヤ協
会が2006年国内需
要見通しを発表。対
前年比0.1%減の62万
6千トンを予想。市販
用は39万3千トンと
0.9％減に

※ タイヤ販売チャネル
の勢力分布、2005年
に微妙な変化
タイヤ専業店、カー
ショップの比重が増
加、ｶﾞｿﾘﾝｽﾀﾝﾄﾞ減少

※ 2005年の業界新車
生産は前年比2.8％
増の1080万台強に

「TURANZA ER300」を市販用スペックの
リプレイス専用タイヤとして発売

8月 2トン～3トンクラスの小型トラック用省燃
費タイヤ「ECOPIA M812」 発売

・ 本社ビル１階のコミュニケーションス
ペースの展示内容を改装（ブリヂストン
の社会貢献や環境活動を紹介）

9月 乗用車用スタッドレスタイヤのブランド
「BLIZZAK（ブリザック）」のWebを開設

・ ｺｰﾎﾟﾚｰﾄﾐｭｰｼﾞｱﾑ「ブリヂストンTODAY」
が開館以来の総客数５万人を突破

・ 第61回 IAAﾌﾗﾝｸﾌﾙﾄ国際モーター
ショー（61th IAA Passenger Cars 2005）
出展

・ 引き続く原材料価格高騰に伴い、国内
市販用自動二輪車（ﾓｰﾀｰｻｲｸﾙ、ｽｸｰ
ﾀｰ）用ﾀｲﾔ、ﾁｭｰﾌﾞとﾘﾑﾊﾞﾝﾄﾞの一部ｻｲ
ｽﾞのﾒｰｶｰ出荷価格の値上げを決定

・ 中国にプルービンググラウンド（タイヤテ
ストコース）を建設

10月 第39回東京モーターショー 乗用車・二
輪車（2005）に出展

・ 第39回東京モーターショー内プレスセン
タ運営を協賛

・ 「POTENZA RE050」が、世界的工業デ
ザイナー、G.ジウジアーロ氏デザインの
ｺﾝｾﾌﾟﾄｶｰ「Ferrari GG50」に装着される

11月 天然ゴム、原油高による合成ゴム・カー
ボンブラック等の価格高騰、スチール
コード価格の上昇等に伴い国内市販用
タイヤのメーカー出荷価格の値上げを
決定

・ 2006年「BRIDGESTONE INDY JAPAN 
300mile」に協賛

・ Playzの世界観を表現した専門店
「スタイルコクピット八王子」を出店

12月 ﾗﾝﾌﾗｯﾄﾀｲﾔ累計出荷本数300万本突破
・ 「エコプロダクツ2005」に出展
・ 本社ビル1階のコミュニケーションスペー
スの展示内容を改装

・ 「らく･ドラ プレイズ」の乗用車用ﾀｲﾔﾌﾞﾗ
ﾝﾄﾞ「Playz」の新テレビCMの放映を開始

・ 2006年度タイヤセーフティー活動のイメ
ージキャラクターに宮里藍を起用

産工場建設を決定（約１
億９千万ユーロを投資）

6月 超大型、大型建設車両
用ﾗｼﾞｱﾙﾀｲﾔの生産能
力を増強。下関工場、防
府工場及び佐賀工場に
総額170億円を投資

・ 国内全15工場で完全ゼ
ロ・エミッション達成

・ 国内子会社11社26工場
でゼロ・エミッション達成

8月 タイのﾄﾗｯｸ・ﾊﾞｽ用ラジ
アルタイヤ工場の生産
能力を増強。ｽﾁｰﾙｺｰﾄﾞ
工場拡張とあわせ総額
約175億円を投資

・ 太陽電池用接着フィル
ムの生産能力を増強。
投資額約12億円

9月 小平・横浜の技術ｾﾝﾀｰ
及び国内９工場が環境
に関する国際標準規格
「ISO14001」の統合認証
を取得

10月 中国のスチールコード
工場普利司通（瀋陽）鋼
絲線有限公司(英文名
称：BRIDGESTONE
（SHENYANG) STEEL 
CORD CO., LTD.）開業

12月 国内全事業所が
「ISO14001」の統合認証
を取得

・ 広東省惠州市に合成ゴ
ム工場建設。運営新会
社「普利司通（惠州）合
成橡有限公司」設立
（総投資額約1億米ﾄﾞﾙ）

ンセラミックス）を
使った超高緻密
ヒーター「Pure 
Beta－MH」を開発

・ 中国の大手タイヤ
メーカー山東成山
輪胎股有限公司
に対する意匠特許
侵害訴訟に関し両
社間で和解が成立

9月 2002年より独コン
チネンタルAG、横
浜ゴム(株）と共に
開発を進めてきた
中子式ﾗﾝﾌﾗｯﾄｼｽﾃ
ﾑ「Bridgestone 
Support Ring」の実
用化に成功、トヨタ
自動車の新型
「RAV4」のﾖｰﾛｯﾊﾟ
向け車両に納入を
開始

10月 乗用車用ラジアル
タイヤ「Playz PZ-
1」が、財団法人日
本産業デザイン振
興会が主催する
「グッドデザイン賞」
受賞

11月 中国に原材料を評
価する研究開発施
設、普利司通（中
国）研究開発有限
公司建設

・ 「ブリヂストン社会・環境報告書
2005」発行

8月 地球温暖化防止対策の一つと
して、久留米工場と防府工場に
ｺ･ｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝｼｽﾃﾑを導入

・ ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ・ｽﾏﾄﾗ島のｺﾞﾑ農園
「グッドイヤー・スマトラ・プラン
テーション（Goodyear Sumatra 
Plantations）」の株式95％購入

・ ﾌｧｲｱｽﾄﾝｶﾝﾄﾘｰｸﾗﾌﾞにて開催さ
れるﾜｰﾙﾄﾞｺﾞﾙﾌﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｼｯﾌﾟ
（WGC）のタイトルスポンサーに
なることを発表

9月 子会社の株式会社タイヤセン
ター大子解散

・ ハリケーン「カトリーナ」被災者
の支援に総額100万ドル寄付

・ ｱｽﾍﾞｽﾄ（石綿）の使用状況及び
健康障害の状況報告

・ 自己株式2,989,000株取得

10月 ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ ﾌｧｲｱｽﾄﾝ ﾉｰｽｱﾒﾘｶﾝ
ﾀｲﾔ・ｴﾙｴﾙｼｰが00年にﾌｧｲｱｽﾄ
ﾝが実施したﾀｲﾔ自主回収およ
び01年５月にﾌｫｰﾄﾞ社が行ったﾀ
ｲﾔ交換ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑに関連する費用
精算を含む事項等について同
社と和解契約締結

・ 全日本吹奏楽コンクールでブリ
ヂストン吹奏楽団久留米が26回
目の金賞獲得

11月 第３回ブリヂストンこどもエコ絵
画コンクールを実施

12月 書籍「自動車用タイヤの基礎と
実際」を刊行

10月 広州汽車集団零部件有限公司（董事長 鄭瓊
生）と共同で、広州市に７月に設立した自動車
シート用ウレタンフォームの製造・販売合弁会
社「広州普利司通化工製品有限公司」開所

10月 2006年から2008年までの中期経営計画を策定
●.基本方針：タイヤ事業で「日本・米州・欧州の各極が自
立した経営基盤を築き、グローバルタイヤ業界でNo.1
に挑戦」、多角化事業で「集中事業分野で技術をコアと
した継続的な成長」
●2010年度の経営目標として、連結ROA６％（補完指標：
連結売上高3.2兆円、連結純利益率５％以上）の達成
を目指す。その通過点として08年度の連結売上高３兆
円、連結純利益率５％を目指す



2006年

1月 石油価格情報と、
2005年末の東南アジ
アの天候不順が原
因で、世界中の天然
ゴムが高騰中（一年
前の約2倍）

・ ミシュランが米国の
建設車両用タイヤ工
場を増強
今後５年間で生産量
50%アップを目指す

2月 横浜ゴムが国内市
販用タイヤを再値上
げ

4月 東洋ゴムが乗用車
用スタッドレスタイヤ
（商用車・ライトトラッ
ク用を一部含む）の
出荷価格を平均５％
値上げ

2月 SUV/4×4用タイヤブランド「DUELER」の
新商品としてオンロード性能に特化した
コンフォート指向の
「DUELER H/L ALENZA」発売

4月 一般ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰを対象に“ブリヂストン タイ
ヤセーフティー ﾄﾞﾗｲﾋﾞﾝｸﾞﾚｯｽﾝ”開催

・ ミニバン専用ﾀｲﾔ「REGNO GRV」発売

6月 「B500si」後継新商品として、「B‘STYLE 
EX」を発売

・ ラリー、ダートトライアル競技用
「POTENZA RE480R、RE461R Kai」発売

・ 原材料のナフサ・銅の価格高騰に伴い、
「給水・給湯」「空調」配管システム『プッ
シュロック II』を一部値上げ

7月 乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK 
REVO2」発売

・ ブリヂストン ファイアストン ノースアメ
リカン タイヤ・エルエルシー（BFNT）が、
新車装着用、輸出用タイヤを対象に、9
月からタイヤ価格を最大4％引き上げる
ことを発表

10月 国内市販用タイヤのメーカー出荷価格を
2007年2月から引き上げることを発表

11月 ランフラットタイヤのメーカー累計出荷本
数が500万本を突破

12月 バン・小型トラック用タイヤ「DURAVIS 
R670」(デュラビスアールロクナナマル)

5月 メキシコにカーボンブ
ラック工場を建設（日
本、タイに続く3ヶ所目の
カーボンブラック生産拠
点）

7月 オクラホマシティ工場を
2006年末までに閉鎖す
ることを決定

8月 チリ・コキンボ工場を
2006年末に閉鎖するこ
とを発表

9月 航空機用ラジアルタイヤ
を東京工場で生産開始
（生産拠点2ヶ所目）

10月 久留米工場の耐震補強
工事を行い、生産設備・
品目を再編・、リニュー
アルすることを決定

2月 電気自動車向けに「ブリ
ヂストン・ダイナミックダ
ンパータイプ・インホ
イール・モーターシステ
ム バージョンIII｣を開発

・ 3つの空気室（タイヤ内
部の圧力容器となる部
屋の部分）を持つ多気
室タイヤを開発

6月 2005年の国内15工場
CO2排出量が1990年を
下回る削減目標を5年
前倒しで達成

7月 分子末端でシリカと直接
化学的に結合する高シ
スブタジエンゴムの合成
技術を開発

9月 国内の43工場で「ゼロ・
エミッション」を達成

・ 「REGNO GRV」
「BLIZZAK REVO2」が
2006年度グッドデザイン
賞を受賞

2月 取締役・従業員に対
するストックオプショ
ンとして新株予約権
の発行を決議

5月 ブリヂストン創業者・
石橋正二郎「米国自
動車殿堂」入り

1月 業績好調のため期末配
当予想を上方修正

2月 一単元の株式数を1.000
株から100株に変更(５
月予定）

5月 ブリヂストン・ グループ
が米国ゼネラル・モー
ターズ社から、「2005年
サプライヤー・オブ・ザ・
イヤー賞」を受賞。（11
年連続、通算13回目）

10月 ドバイとシンガポールで
海外タイヤ事業SBU（戦
略的事業ユニット制）本
社の稼動を開始

11月 中期経営の基本的考え
方を発表し、基本姿勢と
して以下を徹底

1) ビジネスの「基本・原則」
を常に意識する

2) 創業以来の「理念・精
神」を踏襲し、「企業理
念」を継承する

3) 国内の事業基盤を更に
磐石にする

4) 強固な国内事業の上に
グループ・グローバルな
事業展開を促進する

12月 ブリヂストン米国子会社
がバンダグ社と買収契
約を締結

・ 国際自動車連盟（FIA）

市場環境
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販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理
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を発売 から、企業として初めて
「FIA ワールドプライズ」
を受賞

2007年

4月 1-3月期でトヨタが世
界販売台数首位にな
る

7月 新潟県中越沖地震
での部品メーカー被
災を受け、自動車６
社が一時生産停止

8月 2007年の世界生産
台数でトヨタが世界
一となることが確実
になる
（09年に業界初の年
間販売台数1,000万
台企業へ）

11月 天然ゴム相場は依
然として高値で推移
し、合成ゴム・カーボ
ンブラックなど石油
化学系原材料の価
格も高値水準が継続

12月 「エコプロダクツ
2007」開催

・ 原油価格が歴史的
高値へと高騰してい
ることに伴い高値水
準が継続

1月 レーシングカート用タイヤ「SL07」を発売

2月 乗用車用タイヤの新商品「SNEAKER 
SNK2」を発売

3月 トラック・バス用省燃費タイヤ「ECOPIA 
M891Iを発売

・ モーターサイクル用スポーツツーリング
ラジアルタイヤ『BATTLAX BT‐021 
SPORT TOURING』を発売

4月 ブリヂストン、ファイアストン、フュージョ
ン、その他アソシエートブランドのタイヤ
を、米国で最大5％引き上げることを決
定（2007年5月より）

・ トラック・バス用オールシーズンタイヤ
「M890」を発売

5月 「REGNO GR-9000」発売

7月 バス専用スタッドレスタイヤ「W905（ダブ
リュ キューマルゴ）」を発売

9月 ｢POTENZA RE050｣と｢TURANZA
ER300｣がメルセデス･ベンツ新型Cクラス
に標準装着

・ ランフラットタイヤ、新型BMW X5に標準
装着

10月 環境タイヤ「ECOPIA EP100」発表
・ ブリヂストンの航空機用ラジアルタイヤ
エアバス社の次世代型最新鋭大型機
A380の第1号機に装着

11月 ランフラットタイヤそNISSAN GT-Rに標
準装着

・ 国内市販用タイヤの値上げを発表

12月 ミニバン専用ラジアルタイヤ「PlayzRV 
PRV-1」を発売

・ ｢POTENZA RE‐11｣を発売
・ バス専用省燃費タイヤ「ECOPIA R221II」
を発売

・ レーシングカート用タイヤ発売

1月 彦根工場にコ・ジェネ
レーションシステム導入

・ 国内外全生産拠点159
拠点のうち134拠点で、
環境に関する国際標準
規格「ISO14001」の認証
取得を完了

2月 ブラジルの新工場で所
式を実施

4月 中国・惠州のタイヤ工場
で開所式を実施

5月 インドネシアの工場に
コ・ジェネレーションシス
テム導入

8月 インド及びインドネシア
のタイヤ工場で乗用車
用・小型トラック用ラジア
ルタイヤの生産能力を
増強

9月 ポーランドのトラック・バ
ス用ラジアルタイヤ工場
で起工式

10月 南アフリカのタイヤ工場
でランフラットタイヤの量
産・出荷を開始

・ 北九州新工場、佐賀工
場に総額約320億円投
資し、超大型、大型建設
車両用ラジアルタイヤの
生産能力を拡大

12月 メキシコシティ工場を閉
鎖

3月 国内全工場で、廃棄物・
リサイクル処理体制の
最高位クラス「ゴールド
ガバナンス」を取得

6月 東京工場危険物取扱優
良事業所として消防庁
長官賞を受賞

8月 ランフラットタイヤ新技
術COOLING FIN(クーリ
ングフィン)を開発

10月 「REGNO GR-9000」が
2007年度グッドデザイン
賞を受賞

・ 「世界最大級のフルカ
ラー電子ペーパー」開発
成功

11月 太陽電池用接着フィル
ムの生産能力を増強

12月 生産系工場での産業廃
棄物のゼロ・エミッション
活動のレベルアップと海
外展開の強化を発表

5月 国内グループ会社の
全従業員を対象とし
た「環境表彰制度」を
設立し、従業員の環
境活動を促進

7月 社長の荒川詔四が
ポーランド功労勲章
コマンドール十字型
章を受章

2月 Ｊリーグ2部所属「サガン
鳥栖」の2007年シーズ
ンのユ二フォームスポン
サー継続を決定

3月 ブリヂストンサイクル工
業機械部門、ブリヂスト
ンエンジニアリング東日
本・西日本を統合

4月 ゼネラル・モーターズ社
より「サプライヤー・オ
ブ・ザ・イヤー賞」を12年
連続で受賞

5月 日本化学工業 リチウ
ムイオン電池用電解液
不燃剤でライセンス契
約を締結



3月 石油需要低迷によ
り、新日石と九州石
油が合併

・ 原油価格が1バレル
102ドルと史上最高
値を更新

・ 新車販売が3か月ぶ
りにマイナス、07年
度計もマイナス

4月 ガソリンの駆け込み
需要

・ 横浜タイヤ乗用車用
タイヤ5.5%値上げ

5月 レギュラーガソリン
160.3円最高を更新

6月 岩手宮城内陸地震
・ レギュラーガソリンが
172.5円になる

1月 米国でのタイヤの販売価格を最大で8％
引き上げる予定を発表（3月1日から段階
的に実施）

2月 「POTENZA RE050」がアウディA5に標準
装着

・ ミニバン専用タイヤ「PlayzRV PRV-1」
発売

・ F1等モータースポーツのウェットタイヤ用
に開発されたステルスパタン技術を市販
タイヤに初めて採用し、「POTENZA
RE-11」を発売

・ モーターサイクル用ラジアルタイヤ
『BATTLAX BT-016 HYPERSPORT』を
発売

3月 高品質アルミホイールの「Prodrive」シ
リーズの「GC-07J」を発売

・ 電動アシスト自転車｢アシスタ L」のｌ新
モデルを発売

4月 米国とカナダでのタイやの販売価格を最
大で10％引き上げる予定を発表（6月1日
から段階的に実施）

・ 乗用車用に「ECOPIA EP100」を発売、6
月からはサイズを更に拡大

6月 「ランフラットタイヤ」のメーカー累計出荷
本数が、ブリヂストングループ合計で、
2008年4月に1000万本を突破したことを
発表（2006年8月に500万本を突破して
からわずか1年8ヵ月で2倍に成長）

・ 「POTENZA RE050」がメルセデス･ベンツ
SLクラスと同AMGモデルに標準装着

・ ルーマニア、スロバキア、ラトビアにタイ
ヤ販売会社を設立

・ 欧州市場において、全てのブランド・カテ
ゴリーのタイヤを対象に価格改定するこ
とを発表。（価格を5％～8％引き上げる
予定、今後数ヶ月の間に順次実施）

・ 国内市販用タイヤを9月以降値上げする
ことを発表

1月 タイ工場で生産能力を
増強（総投資額は約100
億円、2010年末までに
日産6,000本の増強とな
なる）

3月 東京工場で航空機用ラ
ジアルタイヤを増産する
ことを決定

4月 ハンガリー工場の開所
式を挙行。欧州工場で
初めて完全自動化を実
現したタイヤ生産システ
ムを導入し、需要が伸
長している乗用車用、小
型トラック用の高性能タ
イヤや大口径タイヤを
生産。

5月 横浜工場敷地内に新設
した化工品試験・開発セ
ンターの開所式を挙行

1月 地球温暖化防止に向け
てクリーン開発メカニズ
ム（CDM）の取り組みを
開始

2月 クリーン開発メカニズム
（CDM）の取り組みをイ
ンドネシア工場から開始

・ 「エコプロダクツ国際展」
に初出展

4月 太陽電池用接着フィル
ムの生産能力を増強

・ 中国のタイヤ4工場で
「1％ゼロ・エミッション」
達成

6月 環境保全に貢献するリ
トレッドタイヤ活用輸送
事業者様向け新ソ
リューション・ビジネス
「エコバリュー パック」
展開

1月 育児・介護関連制度
改訂（育児休職制度
の期間延長、妊娠時
の短時間勤務制度
を新設）

4月 東京本社地区および
小平地区大型研修
センターを新設。グ
ローバル人材育成
拠点を整備。

・ 2009年採用計画を
決定（2008年よりも
採用を拡大）。初任
給を211,500円に引
き上げ

6月 小平地区に事業所
内保育施設を開設

2月 タイ、マレーシアのタイ
ヤ小売店網を買収

・ Ｊリーグ2部所属「サガン
鳥栖」の2008年シーズ
ンのユ二フォームスポン
サー継続を決定

・ 当社グループ会社であ
るブリヂストンホール
ディングスタイランドカン
パ
ニー・リミテッドは、シェ
ル・グループとシェル
オートサーブ（タイラン
ド）カンパニー・リミテッド
の買収に合意しました

3月 地球にやさしいクルマ社
会の実現を目指し、FIA
と共同で環境啓発活動
「Make Cars Green」キャ
ンペーンを開始

・ 中国プルービンググラ
ウンドの開所式を実施

4月 「2008 ポルシェ・サプラ
イヤー賞」を受賞。1999
年以来2回目で、今回タ
イヤメーカーの受賞は1
社のみ。

5月 東洋ゴムと業務提携及
び資本提携に関する基
本合意書を締結

6月 世界環境デーで開催さ
れた「自動車や交通の
環境に関する会議」に
おいて、全世界を対象と
した環境啓発活動

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2008年 7月 洞爺湖サミット開催
・ 原油価格過去最高
価格147ドル/B

8月 北京オリンピック開
催

9月 米手証券会社リーマ
ン・ブラザーズが経
営破綻、金融危機が
世界的に拡大

・ タイヤ各社が乗用車
用・小型トラック用・
モーターサイクル用
タイヤを3～10％ほど
値上げ

10月 ダウと日経平均株価
が、史上最大の上げ
幅を記録

・ 輸送事業者様向けの新たな提案型ビジ
ネス「エコバリューパック」を発表

7月 省燃費タイヤ「ECOPIA」シリーズにトラッ
ク・バス用スタッドレスタイヤ「ECOPIA 
W911」サイズラインアップ拡大

・ SUV/4×4専用スタッドレスタイヤ
「BLIZZAK DM-V1」を発売

・ 小型トラック用スタッドレスタイヤ
「BLIZZAK W969」を発売

8月 米国とカナダでのタイやの販売価格を最
大で10％引き上げる予定を発表（9月1日
から段階的に実施

9月 ペルーに建設車両用タイヤの販売会社
を設立

10月 国内市販用タイヤ販売体制を改（翌年1
月に国内の市販用タイヤ販売組織の改
正と子会社の設立・合併を行う予定）。

1） 国内タイヤ販売会社の合併（25→19社）
2） 支店機能廃止と支店業務の本社一本化
3） 生産財タイヤソリューションビジネス企
画・運営子会社の設立

4） 既存のリトレッド子会社2社の合併

11月 ＰOTENZAブランドの新商品として、サー
キット走行で実感できる速さを追求した
「POTENZA RE-11S TYPE RS」を発売

・ 「ECOPIA」がトヨタ自動車の「iQ」に装着
・ 国内補修用タイヤの販売店として展開し
ている「タイヤ館」のフラッグシップ店であ
る「タイヤ館 GREEN PIT」第1号店とし
て、大阪府箕面市に「タイヤ館GREEN 
PIT 大阪箕面」をオープン

12月 第2世代「Playz PZ-X」「Playz PZ-XC」を
発売

・ 環境タイヤ「ECOPIA EP100」に新たに15
サイズを追加発売

・ 小型トラック用省燃費タイヤ
「ECOPIA R20」を発売

8月 東京工場で航空機用ラ
ジアルタイヤの生産を
開始

9月 インディアナ州ノーブル
スビルにある空気ばね
工場の閉鎖を決定

10月 メキシコのカーボンブ
ラック工場始動

12月 バンダグ・リトレッドシス
テムを導入したブリヂス
トン販売会社直営のバ
ンダグ・リトレッドファクト
リー国内第1号拠点「バ
ンダグ・リトレッド愛知
ファクトリー」を稼動

・ 中国の合成ゴム工場始
動

・ スチールコードコンベヤ
ベルトの生産能力拡大

8月 電子ペーパーを使った
デジタルサイネージの
実証試験を実施

9月 太陽電池用接着フィル
ムの生産能力を増強

10月 「POTENZA RE-11が」
2008年度グッドデザイン
賞を受賞

・ セントラル硝子ととも
に、リチウムイオン電池
用難燃性電解液実用化
に向け共同開発

「MAKE CARS GREEN
（エコドライブで地球に
やさしく）」キャンペーン
の活動計画を発表

10月 2009年1月1日付で、米
州タイヤ事業の組織改
正及び名称変更を行う
と発表

12月 インドTVSグループと自
動車用防振ゴム合弁事
業契約を締結

「中期経営計画2008」（以下MTP2008）を策定
対象年度を2009年から2013年までの5年間とし、
中期経営計画2007（対象年度2008年～2012年。
以下MTP2007）から改訂
1）タイヤ戦略商品の拡大
2）環境対応商品の展開
3）リトレッド活用のソリューション・ビジネスを展4）
基礎戦闘力の向上
5）多角化事業の事業領域最適化
6）CSR体制構築
7）環境活動の強化
8）サプライチェーン全体の競争力強化



経済成長率
名目 -6.1％
実質 -5.2％

民間最終消費支出
名目 -3.1％
実質 -1.0％

民間企業設備投資
名目 -21.6％
実質 -19.3％

米国自動車市場の年換算
率が１千万台割れ（1982以
来の低水準となる960万
台）

2009年の中国の新車販売
台数が前年比46.2%増の
1364万4800台。これにより
米国の約1043万台を大きく
上回り、新車販売で世界一
に。

2月
三菱自動車が「ダカー
ル・ラリー（パリ・ダカ）」
から撤退を表明

3月
日経平均株価の終値
が7,054円、バブル後
の最安値更新

ＥＴＣ搭載自動車の休
日の「高速道路上限
1,000円がスタート

4月
政府が省エネ家電の
「エコポイント」、エコ
カー購入補助金などを

1月 2009年シカゴオートショーに出展
・ ブリヂストンのランフラットタイヤ、
NISSAN GT-R 「SpecV」に標準装着

2月 ｢DUELER H/P SPORT（デューラー エイ
チピー スポーツ）｣と｢DUELER H/L 400
（デューラー エイチエル ヨンヒャク）｣が
メルセデス･ベンツGLKクラスに装着

・ ブリヂストンのランフラットタイヤ、BMW 
X6に標準装着

・ 2009年ジュネーブモーターショーに出展
・ モーターサイクル用スポーツラジアルタ
イヤ『BATTLAX BT-003 STREET（バト
ラックス ビーティーゼロゼロサン スト
リート）』新発売

3月 「第36回東京モーターサイクルショー」に
出展

・ 環境タイヤ「ECOPIA」ブラ
ンドWebサイトを開設

・ 2009年ブリヂストンモータースポーツサ
ポート計画を発表

4月 オート上海2009に出展

5月 「ECOPIA（エコピア）」がトヨタ自動車株

1月 ブリヂストン アメリカス
タイヤ オペレーション
ズ、ラバーン工場におけ
る乗用車用・小型トラッ
ク用タイヤの生産中止

4月 中国・無錫工場で乗用
車用ラジアルタイヤの生
産能力を増強

5月 ブリヂストン ヨーロッ

1月 環境タイヤ「ECOPIA 
EP100（エコピアイー
ピーヒャク）」が「2008年
日経優秀製品･サービ
ス賞優秀賞日経産業
新聞賞」を受賞

・ タイ ブリヂストン、新プ
ルービンググラウンドを
始動

2月 東京都小平市の当社東
京工場/技術センター敷
地内に「リトレッドタイヤ
ラーニングセンター」を
開設

3月 新技術を採用した第3  
世代のランフラットタイ
ヤの商品化を予定

・ 2009「BRIDGESTONE
INDY™ JAPAN
300mile」に協賛

4月 電子ペーパー「QR－
LPD」
「第14回アドバンスト
ディスプレイオブ ザ イ
ヤー」グランプリ受賞

6月 「2008知的財産報告
書」を発行

7月 ブリヂストン、フォルク
スワーゲングループ賞
を受賞

3月 真の「垂直統合型販
売ビジネスモデル」
を追求し、国内市販
用タイヤ販売部門・
100％出資販売会
社・直営店の経営を
一体化して再編

1月 日本国内 全グループ
生産拠点で「0.5％ゼロ・
エミッション」を達成

2月 2009年度「タイヤセーフ
ティー・プロジェクト」活
動計画を発表

・ Ｆ１世界選手権の公式タ
イヤサプライヤーとし
て、「MAKE CARS 
GREEN TYRE（メーク
カーズ グリーン タイ
ヤ）」を全戦全チームに
供給(環境啓発活動
「MAKE (CARS GREEN
（エコドライブで地球に
やさしく）」キャンペーン)

・ Jリーグ「サガン鳥栖」の
ユニフォームスポンサー
を継続

3月 2009「BRIDGESTONE 
INDY™ JAPAN
300mile」に協賛

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2009年

含む総額15兆円の経
済対策を発表

米クライスラーが経営
破綻

6月
米ＧＭが相次ぎ経営破
綻

9月
鳩山首相が国連気候
変動サミットで温室効
果ガスを2020年までに
1990年比25％削減す
る中期目標を発表。

11月
ドバイ・ショックで円急
騰、1995年以来の1ド
ル84円台に突入

トヨタ自動車がF1撤退
を発表

12月
為替相場は円高で推
移、最終日は1ドル92
円12銭。前年末に比べ
1円86銭上昇。
株価は最終日が1万
546円年間で19％上
昇。

式会社の「3代目プリウス」に装着

6月 棚札用電子ペーパー 本格販売

7月 乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK
REVO GZ（ブリザック レボ ジーゼッ
ト）」新発売

・ 「POTENZA RE-11S（ポテンザ アール
イー・イレブンエス）」にTYPE WS（タイプ
ダブルエス）を追加発売

8月 第63回 IAAフランクフルト国際モー
ターショーに出展

10月 航空機用ラジアルタイヤをエアバス社
A350 XWBに供給

・ 第41回東京モーターショー2009に出展
・ 「POTENZA RE050 ECOPIA」がメルセデ
ス・ベンツ Sクラス HYBRID ロングに標
準装着

・ 「電子情報閲覧用電子ペーパー端末」並
びに「超薄型オールフレキシブル電子
ペーパー端末」を開発

11月 F1公式タイヤサプライヤー契約を2010
年の契約満了以降、新規契約を結ばな
いことを決定

12月 ブリヂストン アメリカス タイヤ オペ
レーションズ 価格改定を発表

・ ブリヂストンの第3世代ランフラットタイヤ

世界初の採用
(トヨタ自動車株式会社の新型シエナに
標準装着)

・ 「POTENZA S001（ポテンザ エスゼロゼ
ロワン）」新発売

パ、ポーランド新工場始
動

6月 33年ぶりに国内タイヤ
新工場、北九州新工場3
か月前倒し始動

7月 タイにリトレッド部材工場
を建設

8月 北九州新工場 開所式

10月 タイヤ館のフラッグシッ
プ店「タイヤ館 GREEN 
PIT」
新潟県新潟市に第2号
店、茨城県つくば市に第
3号店がオープン

・ 関工場に新ライン設置、
太陽電池用接着フィル
ムの生産能力を増強

12月 ブリヂストン オーストラ
リア 組織再編
(クライストチャーチ工場
閉鎖)

8月 「超低燃費タイヤ用ゴム
材料の研究開発」を
NEDO技術開発機構が
採択

10月 磐田工場 OAローラ製
造工程における間接副
資材リユースの取り組
み、平成21年度「資源
循環技術・システム表
彰」 奨励賞を受賞

・ 環境保全に貢献するリト
レッドタイヤ活用
輸送事業者様向けソ
リューション・ビジネス
「エコバリュー パック」
2009年度「グッドデザイ
ン賞」を受賞

11月 環境保全に貢献するリ
トレッドタイヤ活用輸送
事業者様向けソリュー
ション・ビジネス「エコバ
リューパック」が「第6回
エコプロダクツ大賞エコ
サービス部門経済産業
大臣賞（大賞）」を受賞

・ 「エコプロダクツ2009」に
出展

・ 低燃費タイヤ「ECOPIA 
EP100（エコピアイー
ピーヒャク）」が「環境効
率アワード2009 奨励
賞」を受賞

8月 障害者雇用優良企
業として厚生労働省
の認証取得

10月 ブリヂストン代表取
締役社長 荒川詔四
ベルギー政府よりレ
オポルド勲章コマン
ドール章を受章

7月 ブリヂストングループ
「環境宣言」を発表

・ WWF・ブリヂストンびわ
湖生命（いのち）の水プ
ロジェクトにおいて、琵
琶湖博物館に流域調査
活動事例を展示

・ 山口県集中豪雨の被災
地に寄付

10月 インドネシアでの地震の
被災者に義援金450万
円を寄付



2月
09年8月米カリフォルニ
ア州で「レクサス」急加
速による事故にはじま
る、トヨタ車の大規模リ
コール問題めぐる米議
会の公聴会に豊田社
長が出席

２月のトヨタの米販売
台数は前年同月比１
０．１％減の９万９０００
台。 一方、日産自動
車の販売台数は同３
８．１％増の７万５０００
台に急増、市場シェア
は９．５％（１月は９．
０％）に拡大。韓国・現
代自動車の市場シェア
は過去最高水準の８．
４％に達する。

4月
米運輸省はトヨタ自動
車によるリコール対応
の遅れに対し、１６３７
万５０００㌦（約１５億４
０００万円）の制裁金を
科すと発表した。

1月 ブリヂストン「TOKYO AUTO SALON 
2010 with NAPAC」へ出展

・ 航空機用ラジアルタイヤをMRJに供給航
空機用ラジアルタイヤが、三菱航空機株
式会社が開発を（MRJ）に装着されること
が決定

・ 環境にやさしいことを、タイヤの基本性
能に｢ECOPIA EX10（エコピア イーエッ
クステン）｣新発売

・ バン・小型トラック用低燃費タイヤ
「ECOPIA R680（エコピア アールロクハ
チマル）」新発売

・ 低燃費タイヤグレーディング情報提供開
始

・ 『BATTLAX BT-023 SPORT 
TOURING（バトラックス ビーティーゼロ
ニーサン スポーツ ツーリング）』新発
売

・ 2010年シカゴオートショーに出展
・ POTENZA RE-11S（ポテンザ アール
イー・イレブンエス）」にTYPE WH（タイプ
ダブルエイチ）を追加発売

・ シトロエン向けの新車装着用タイヤを初
めて供給

2月 2010年ジュネーブモーターショーに出展

3月 2010年ブリヂストンモータースポーツサ
ポート計画を発表

・ 「第37回東京モーターサイクルショー」に
出展

4月 2010年北京国際モーターショーに出展
・ ブリヂストン ヨーロッパ、原材料価格の
高騰を受け、3%から5%の範囲で価格を
引き上げ

1月 インド工場でのトラック・
バス用ラジアルタイヤ生
産を決定(2011年上期か
らの生産開始)

・ 現在、全国に9社ある化
工品販売会社を3社に
再編

2月 スチールコード事業を再
編

・ タイに「ブリヂストンバン
ダグリトレッドセンター」
を開設

3月 インドのマハラシュトラ
州プネ市郊外に新工場
建設を決定

4月 ベトナムにタイヤ販売会
社を設立

・ 北九州工場 建設・鉱山
車両用大型・超大型ラ
ジアルタイヤの第2期増
強
当初計画を3ヶ月前倒し
増産開始

・ ブリヂストン ヨーロッ
パ、ポーランド工場で乗
用車用タイヤの生産能
力を増強

・ ブリヂストン インディア
新工場建設に関して
マハラシュトラ州と覚書
を締結

1月 乗用車用スタッドレスタ
イヤ「BLIZZAK REVO 
GZ（ブリザック レボ
ジーゼット）」
「2009年日経優秀製品・
サービス賞 優秀賞 日
経産業新聞賞」を受賞

2月 棚札用電子ペーパー
「平成21年度省エネ大
賞（機器・システム部
門）省エネルギーセン
ター会長賞」受賞

5月 イルカの人工尾びれを
当社ゴム技術により製
作

・ 「2009 ボーイング・サプ
ライヤー・オブ・ザ・イ
ヤー賞」を受賞

1月 障がい者雇用の取り
組み事例紹介DVD
を制作

1月 環境タイヤECOPIAブラ
ンドの売り上げの一部
を森林整備に「B・フォレ
スト エコピアの森」プロ
ジェクト スタート

・ 中国のタイヤ4工場で
「0.5％ゼロ・エミッショ
ン」達成

・ ハイチ地震の被災者に
義援金700万円を寄府

2月 エイケン工場が米国グ
リーンビルディング協会
のLEED認証を取得

・ ゴム製サンダルを世界
の子どもたちに寄贈
「エコピア・サンダル・プ
ログラム」開始

・ Jリーグ「サガン鳥栖」の
ユニフォームスポンサー
を継続

3月 「ブリヂストン・グループ
の社会貢献活動2009」
を発行

・ ブリヂストン ヨーロッパ
環境報告書を発行

・ 「ブリヂストングループ
環境報告書 2010」を
Webサイトに公開

4月 チリ地震の被災地に
1100万円相当の支援を
実施

・ グローバル・モノづくり
教育センター開所式

・ 「B・フォレストエコピア
の森下関」プロジェクト
開始

・ CO2排出削減に関する
目標設定と取り組み強
化

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2010年

6月 ブリヂストン アメリカス タイヤ オペ
レーションズ、タイヤの価格を6％引き上
げ

・ 「DAYTON（デイトン）」ブランドの乗用車
用ラジアルタイヤ販売開始

7月 トラック用低燃費スタッドレスタイヤ
「ECOPIA W901（エコピア ダブリュ
キューマルイチ）」新発売

8月 ランフラットタイヤが軽自動車に採用－
スズキ株式会社「ワゴンＲ」にオプション
設定

・ ブリヂストンが販売店における品質活動
を強化－全国大会を相次いで開催－

9月 乗用車用スタッドレスタイヤ「ブリザック」
“スピッツ”とのタイアップテレビコマー
シャルを放送

・ 「BATTLAX BT-016 PRO HYPERSPORT
（バトラックス ビーティーゼロイチロク プ
ロハイパースポーツ）」新発売

・ 「パリ・モーターショー2010」に出展
・ 「POTENZA RE-11S TYPE WS2（ポテン
ザアールイーイレブンエス タイプダブル
エスツー）」発売

11月 建築ガラス用遮熱フィルム「COOLSAFE
（クールセーフ）」発売

12月 「エコプロダクツ2010」に出展
・ 「ECOPIA」が日産自動車株式会社の電
気自動車「リーフ」に装着

・ 国内市販用トラック・バス用タイヤを7%値
上げ

・ 「REGNO（レグノ） GR-XT（ジーアール・
エックスティー）」新発売

・ 低燃費タイヤの新商品「SNEAKER SNK2 
ecopia（スニーカーエスエヌケーツーエ
コピア）」発売

・ 「POTENZA（ポテンザ）S001（エスゼロゼ
ロワン）」がLEXUS（レクサス）LFA（エル
エフエー）に装着

・ コーポレートWebサイトをリニューアル

・ ブリヂストン オーストラ
リア 組織再編
(アデレード工場閉鎖)

5月 中国に化工品事業統括
販売会社を設立

・ 国内のタイヤ生産体制
を品目ごとに集約

・ インドネシア カラワン
工場の生産能力を増強

6月 中国のタイヤ4工場で
「完全ゼロ・エミッション」
達成

7月 首都圏初となる「バンダ
グ・リトレッド千葉ファクト
リー」の運営を開始

・ 太陽電池用接着フィル
ムの生産能力を増強

10月 緑化優良工場として栃
木工場が財団法人日本
緑化センター会長賞を
受賞

・ 栃木工場が「生物多様
性保全につながる企業
のみどり100選」に認定

・ 久留米工場 竣工式を
挙行

・ 平成22年度「リデュー
ス・リユース・リサイクル
推進功労者等表彰」
3R推進協議会会長賞を
2タイヤ工場が受賞

・ タイのリトレッド部材工
場 開所式

12月 第１回ブリヂストング
ローバルTQM大会を開
催

6月 高純度ファインセラミック
ス部材「ピュアベータ」平
成22年度（第37回）「環
境賞」優秀賞受賞

8月 「ボルボ プレミアムサプ
ライヤー アワード 2009」
を受賞

10月 平成22年度「資源循環
技術・システム表彰」に
おいて、財団法人クリー
ン・ジャパン・センター会
長賞他を受賞

11月 ブリヂストンとデルタ電
子が次世代電子ペー
パーデバイス共同開発
で合意

6月 次世代育成支援対策
推進法に基づき厚生労
働省・東京労働局から
認定、次世代認定マー
ク「くるみん」を取得

8月 育児休職者向けソー
シャルネットワーキン
グサービス（SNS）導
入

10月 ブリヂストン代表取
締役社長 荒川詔四
タイ投資委員会の名
誉投資アドバイザー
に就任

・ 上海国際博覧会で日本
館及びイベントステージ
に協賛

5月 中国・青海省地震の被
災地に735万円相当の
支援を実施

・ テネシー州中部の洪水
被災地に10万USドルの
支援を実施

6月 中国でのCSRの取り組
みが評価され「2010企
業社会責任特別大賞」
を受賞

7月 インドネシアで世界アグ
ロフォレストリーセンター
との共同プロジェクトに
合意

9月 生物多様性に関する取
り組み姿勢を発表

・ 環境タイヤ「ECOPIA」ブ
ランド 2010年度「グッド
デザイン賞」を受賞

11月 「B・フォレスト エコピア
の森久留米」開所式

・ 平成22年度「揮発性有
機化合物（VOC）対策功
労者表彰」を受賞

12月 グローバル研修セン
ター新社屋 開所式



1月 ブリヂストン「TOKYO AUTO SALON 
2011 with NAPAC」へ出展

・ 電気自動車・プラグインハイブリッド車用
充電設備の設置

・ ブリヂストン ヨーロッパ 価格改定を発
表

・ 「ECOPIA(エコピア)」がLEXUSの５ドアハ
イブリッド車「CT200h」に装着

・ 『BATTLAX RACING R10』新発売

2月 ブリヂストン バンダグ タイヤ ソリュー
ションズ 価格改定を発表

・ ブリヂストン アメリカス タイヤ オペ
レーションズ 価格改定を発表

・ タクシー専用ラジアルタイヤ「MILEX TA-
31」発売

・ 国内市販用タイヤの値上げを発表
・ 『BATTLAX BT-601SS Wet YEK』新発
売

・ 「ジュネーブモーターショー2011」に出展
・ タイヤ空気圧モニタリングシステム
「TPMS B-01」販売開始

3月 ブリヂストン『POTENZA  S001 RFT』を
ジュネーブモーターショーに参考出展

・ 建築免震用積層ゴム2商品を発売
・ ブリヂストン ヨーロッパ 4月以降の更
なる価格改定を発表

4月 「REGNO GR-XT」30サイズ追加発売
・ 低燃費タイヤ「SNEAKER SNK2 ecopia」
大幅サイズ拡大

・ 「オート上海 2011」に出展

6月 ブリヂストン ヨーロッパ 7月以降の更
なる価格改定を発表

・ 「TURANZA ER33 ECOPIAがトヨタ自動
車株式会社の「プリウスα」に装着

・ 市販用ランフラットタイヤ『POTENZA 
S001 RFT』新発売

7月 国内市販用トラック・バス用タイヤの値上

3月 ポーランドでの太陽電池
用接着フィルムの生産
を決定

4月 モロッコにタイヤ販売会
社を設立、営業を開始

6月 中国・常州で油圧ホース
の生産開始を決定

・ ブリヂストン インディ
ア、トラック・バス用タイ
ヤの生産を開始

7月 ブリヂストン、米エイケン

2月 インドネシアで天然ゴム
の共同研究推進に基本
合意

3月 ブリヂストン、ゼネラル
モーターズ社より
2010年度「サプライ
ヤー・オブ・ザ・イヤー
賞」を受賞

4月 環境負荷低減に配慮し
たタイヤ商品ラベルの
採用を開始

6月 「ボーイング・サプライ
ヤー・オブ・ザ・イヤー
賞」を2年連続で受賞

1月 「エコピア・サンダル・プ
ログラム」被災地へのサ
ンダル寄贈 累計
15,500足に

2月 「B・フォレスト エコピア
の森 防府」プロジェクト
開始

・ タイ ブリヂストン、タイ教
育省・WWFタイランドと
共同で自然保護に取り
組む

3月 「第20回地球環境大賞」
経済産業大臣賞を受賞

・ 創立80周年を迎え新企
業理念とブリヂストンシ
ンボルを発表

・ 2011年度「タイヤセーフ
ティープロジェクト」活動
計画を発表

4月 東日本大震災の被災地
にグループ会社より約
7700万円の寄付を実施

・ 環境省より「エコ・ファー
スト企業」に認定

・ 東日本大震災復興支援
の一環としてブリヂスト
ンサービスネットワーク
「BSN」の緊急対応を開
始

5月 彦根工場にビオトープを
設置

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2011年

げを発表
・ ブリヂストン コマーシャル ソリューショ
ンズ価格改定を発表

・ トラック・バス用低燃費タイヤ「ECOPIA
M801 トラック・バス用低燃費スタッドレ
スタイヤ「ECOPIA W911Ⅱ」新発売

・ 国内向け産業資材商品の値上げを発表

9月 ブリヂストン アメリカス タイヤ オペ
レーションズ価格改定を発表

・ ミニバン専用低燃費タイヤ
「PlayzRVecopia PRV-1」発売

・ 「第64回 IAAフランクフルト国際モーター
ショー」に出展

・ ブリヂストン コマーシャル ソリューショ
ンズ価格改定を発表

・ 「ECOPIA(エコピア)」がダイハツ工業株
式会社の軽乗用車「ミラe：S（イース）」に
装着

・ ブリヂストン ヨーロッパ、一部商品に関
し10月以降の更なる価格改定を発表

10月 低燃費タイヤ「REGNO(レグノ) GR-
XT(ジーアール・エックスティー)」が2011
年度「グッドデザイン賞」を受賞

11月 「第42回東京モーターショー2011」に出
展

・ 『BATTLAX  HYPERSPORT S20』新発売
・ 市販用ランフラットタイヤ「POTENZA 
S001 RFT」 第8回 エコプロダクツ大賞
エコプロダクツ部門 エコプロダクツ大賞
推進協議会会長賞（優秀賞）を受賞

・ ブリヂストン アメリカス コマーシャル ソ
リューションズ価格改定を発表

12月 「POTENZA RE070」がLEXUS LFA 
Nürburgring Packageに装着

・ 「エコプロダクツ2011」に出展
・ 「POTENZA  RE-11S」にTYPE RHを追加
発売

・ 市販用ランフラットタイヤ『POTENZA  
S001 RFT』10サイズ追加発売

工場で乗用車・小型ト
ラック用タイヤの生産能
力を増強

8月 中国・無錫工場で乗用
車用ラジアルタイヤの生
産能力を増強

・ 中国・天津工場で乗用
車用ラジアルタイヤの生
産能力を増強

9月 中国・武漢に自動車
シート用ウレタンフォー
ム工場を建設

10月 建設・鉱山車両用大型・
超大型ラジアルタイヤの
北米での生産開始を決
定

・ 米エイケン工場で乗用
車・小型トラック用タイヤ
の生産能力をさらに増
強

・ ブリヂストン アメリカス
タイヤ オペレーション
ズ、ウォーレン工場でト
ラック・バス用タイヤの
生産能力を増強

11月 防府工場で建設・鉱山
車両用中小型タイヤの
生産能力を増強

・ ベトナムに乗用車用タイ
ヤ工場の建設を決定

12月 LCA日本フォーラム奨
励賞を受賞

・ 第2回ブリヂストング
ローバルTQM大会を開
催

8月 口径5インチの高品質
SiCウエハの開発に成
功

9月 「CAIS(カイズ)」コンセプ
トに基づいた路面状態
判定技術を発表

11月 先進的な排水管理手法
で工場排水の環境影響
を評価

・ 「ラベリング制度」最高
グレード「ＡＡＡ-ａ」達成
タイヤを開発

・ 非空気入りタイヤ（エア
フリーコンセプト）を開発

・ 「CAIS(カイズ)」コンセプ
トに基づいた路面状態
判定技術を冬の道路管
理に応用

10月 ブリヂストン ヨー
ロッパ、新CEOとCOO
の就任を発表

12月 ベトナムに乗用車用
タイヤの製造・輸出販
売会社を設立

・ 「B・フォレスト エコピア
の森」プロジェクトの活
動を拡大

・ 「B・フォレスト エコピア
の森 彦根」プロジェクト
開始

・ ブリヂストングループ
「環境宣言」をリファイン

・ 資源循環に関する取り
組み姿勢を策定

6月 「ブリヂストン森林教室
in エコピアの森」開催

・ 「ブリヂストングループ
環境報告書 2011」を公
開

8月 「B・フォレストエコピア
の森 くまもと in 山鹿」プ
ロジェクト開始

9月 第20回「地球環境大賞」
授賞式で経済産業大臣
賞を受賞

10月 中国での環境への取り
組みが評価され「2011
中国低炭素模範企業
賞」を受賞

・ 平成23年度「リデュー
ス・リユース・リサイクル
推進功労者等表彰」
3R推進協議会会長賞を
2年連続受賞

11月 国内16工場で生物多様
性ポテンシャル評価を
実施

・



1月 低燃費性能に新たに“ラク”性能を加え
た新付加価値低燃費タイヤ
「ECOPIA  PZ-X」・「ECOPIA  PZ-XC」・
「ECOPIA  PRV｣新発売

・ 「TOKYO AUTO SALON 2012 with 
NAPAC」へ出展

2月 「ECOPIA」がトヨタ自動車株式会社の「プ
リウスPHV」に装着

・ 『BATTLAX RACING R10 EVO』新発売
・ 大型スクーター用タイヤ『BATTLAX SC』
新発売

・ 「ジュネーブモーターショー2012」に出展

3月 「第39回東京モーターサイクルショー」に
出展

・ 「TURANZA ER33 ECOPIA」がLEXUSの
「GS450h」に装着

4月 POTENZA  RE-11S」にTYPE WH2を追
加発売

・ 「オートチャイナ2012」に出展

5月 「POTENZA  RE-11A」新発売
・ 『RACING BATTLAX  V01』新発売
・ 「POTENZA S001トヨタ86専用スペック」
発売

6月 業界初低燃費タイヤグレードの頂点
「ECOPIA EP001S」新発売

7月 国内市販用二輪自動車用タイヤの一部
商品を値上げ

・ 株式会社M-TECの「SUPER GT GT300
クラス」参戦車両
「MUGEN CR-Z GT」にタイヤを供給

8月 「ECOPIA」が三菱自動車工業株式会社
の新型「ミラージュ」に装着

・ 「ECOPIA」が日産自動車株式会社の「セ
レナS-HYBRID」に装着

2月 北九州工場で建設・鉱
山車両用大型・超大型
タイヤの生産能力を増
強

3月 建設・鉱山車両用タイヤ
の新工場をタイに建設

5月 「QCサークル石川馨
賞」を受賞

7月 ベトナムの乗用車用ラ
ジアルタイヤ新工場の
起工式を挙行

・ ポーランド・スタルガルト
工場のトラック・バス用タ
イヤ生産能力をさらに増
強

・ 「２０１２年設備保全技
能競技会」を開催

1月 タイヤ印刷技術を開発

2月 「CAIS」コンセプトに基
づく路面状態判定技術
が“Tire Technology of 
the year”を受賞

3月 天然ゴム資源「グアユー
ル」の研究活動を開始

4月 ブリヂストン アメリカ
ス・インク技術センター
新社屋の開所式を実施

5月 天然ゴム資源「ロシアタ
ンポポ」の研究活動を加
速

・ (株)ブリヂストンと味の
素(株)、バイオマス由来
の合成ゴムを共同開発

7月 天然ゴム資源「パラゴム
ノキ」の病害診断技術を
確立

・ 天然ゴム資源「パラゴム
ノキ」のゲノム解読に成
功

8月 天然ゴム資源「グアユー
ル」の試験農場と加工
技術研究施設用地を取
得

3月 中国・広東省開平市
に新会社を設立

1月 タイBOIフェア2011に出
展

・ 「エコ通勤優良事業所」
として認証登録

2月 普利司通（中国）投資有
限公司環境報告書を
発行

5月 「ブリヂストングループ
環境報告書 2012」を公
開

・ 電子ペーパー事業から
の撤退を決定

6月 第6回ブリヂストン環境
活動大賞を決定

・ 「2011知的財産報告書」
を発行

7月 「ブリヂストングループ
ＣＳＲレポート2012」を発
行

・ ｢ブリヂストン森林教室in
エコピアの森｣開催

・ ホテル事業「リーガロイ
ヤルホテル堺」を譲渡

・ 鈴鹿8時間耐久ロード
レースで、ブリヂストンタ
イヤ装着チームが7年
連続優勝

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2012年

・ 乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK 
REVO GZ」にハイブリッドカー向けスペッ
クを追加発売

9月 「ECOPIA」が日産自動車株式会社の新
型「ノート」に装着

・ 「ECOPIA」がスズキ株式会社の新型「ワ
ゴンRスティングレー」に装着

・ 「2012 パリモーターショー」に出展
・ 鉱山車両向けタイヤ空気圧・温度管理シ
ステムの販売を開始

・ 「POTENZA  RE-11S TYPE WS3」発売

10月 乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK 
SI-12」を北海道地区限定新発売

・ 「TURANZA ER33」がLEXUS LSに装着
・ ブリヂストン「低燃費タイヤ装着率No.1」
に

・ 電気自動車専用低燃費タイヤ
「ECOPIA(エコピア) EV(イーブイ)-01(ゼ
ロワン)」新発売

11月 OEタイヤ(新車装着タイヤ)顧客満足度
調査の軽自動車およびコンパクトカーの
2セグメントで第1位に

・ ｢TURANZA T001｣がマツダ株式会社の
新型「マツダアテンザ」に装着

・ 「2012広州モーターショー」に出展

12月 『BATTLAX SPORＴ TOURING T30』新
発売

・ 乗用車用タイヤ新ブランド「NEXTRY」新
発売

・ 「ECOPIA」が日産自動車株式会社の新
型「シルフィ」に装着

・ 市販用ランフラットタイヤ『POTENZA 
S001 RFT』7サイズ追加発売

9月 「国際物流総合展2012」
に出展

・ 第3回ブリヂストング
ローバルTQM大会を開
催

10月 ハンガリー・タタバー
ニャ工場の乗用車用タ
イヤ生産能力を増強

9月 リトレッド技術を応用し
た画期的なトラック・バ
ス用タイヤ製造技術を
開発

・ 「100％サステナブルマ
テリアルコンセプトタイ
ヤ」を パリモーター
ショー2012に参考出品

10月 乗用車「超低燃費タイ
ヤ用ゴム」の技術開発
に成功

9月 次世代認定マーク「く
るみん」取得

8月 「B・フォレストエコピア
の森磐田」プロジェクト
開始

・ 九州北部豪雨被災地へ
義援金を寄付

9月 「B・フォレストエコピア
の森磐田」開所式

・ 「グリーン購入大賞」 優
秀賞を受賞

10月 当社が免震ゴム352基
を納入したJR東日本
「東京駅丸の内駅舎保
存・復原工事」が完成

・ 当社商品及び取り組み
が2012年度「グッドデザ
イン賞」を受賞

・ 「平成24年度リデュー
ス・リユース・リサイクル
推進功労者等表彰」
3R推進協議会会長賞を
3年連続受賞

11月 低燃費タイヤ「ECOPIA 
EP001S」が
第9回エコプロダクツ大
賞 エコプロダクツ部門
エコプロダクツ大賞推進
協議会会長賞（優秀賞）
を受賞

・ 「平成24年度資源循環
技術・システム表彰」に
おいて
社団法人産業環境管理
協会会長賞を受賞

12月 「エコプロダクツ2012」に
出展

・ 中国での高品質な商品
提供などへの努力によ
り 「2012中国社会責任
品質模範賞」を受賞



1月 「TOKYO AUTO SALON 2013 with 
NAPAC」へ出展

・ 「DUELER  M/T 674」新発売

2月 「ジュネーブモーターショー2013」に出展
・ 耐PID性能が向上した EVASKY シリーズ
新商品販売開始

・ 「ECOPIA」がスズキ株式会社の新型「ス
ペーシア」に装着

3月 「第40回東京モーターサイクルショー」に
出展

・ 大型農業トラクター用ラジアルタイヤ
「PERFORMER(パフォーマー)」新発売

4月 「上海モーターショー2013」に出展

5月 免震ゴム新商品発売
・ キャンピングカー専用タイヤ「DURAVIS
CAMPER」(デュラビス キャンパー)新発
売

・ LEXUS(レクサス)の新型「IS」に
｢TURANZA｣装着
～オプション設定にランフラットタイヤを
納入～

・ 自分向けの性能を“選べるタイヤ”
「NEXTRY TYPE L」、「NEXTRY TYPE S」
を新発売

6月 「ECOPIA」が新型軽自動車 4モデルに
新車装着

・ 「カラーサイドタイヤ」新発売

7月 トラック・バス用オールシーズンタイヤ
「M800」新発売

・ 乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK
VRX」 新発売

・ バン・小型トラック用スタッドレスタイヤ
「BLIZZAK  VL1」新発売

1月 瀋陽工場の移転に関す
る土地を取得

2月 インド新工場の開所式
を開催

・ 瀋陽工場の移転に伴う
工場建設を決定

3月 イタリア・バリ工場の閉
鎖を決定

4月 ロシアに乗用車用タイヤ
工場の建設を決定

・ ブリヂストンサイクル
中国での生産能力増強
を決定

・ タイで建設・鉱山車両用
タイヤ新工場の定礎式
を実施

7月 「ブリヂストンタイヤリサ
イクルセンター大阪」を
開設

3月 低燃費と安全性を高次
元で両立
狭幅・大径サイズ
「ラージ＆ナローコンセ
プトタイヤ」を開発

6月 Biorubber Process 
Research Center(バイオ
ラバー プロセス リサー
チ センター)の起工式を
実施

1月 タイにテクニカルセン
ターを設立

1月 普利司通（中国）投資有
限公司 2012年環境報
告書を発行

・ 第17回「震災対策技術
展」へ出展

2月 北米のテクニカルセン
ター、環境面での功績
が認められ
“Environmental 
Achivement of the 
Year”を受賞

4月 平成25年度「知財功労
賞」 経済産業大臣表彰
を受賞

・ 中国四川省の地震被
災地へ寄付を決定

・ 平成25年度「文部科学
大臣表彰 科学技術
賞」を受賞

5月 第63回「自動車技術会
賞」を受賞

6月 中国で「2013年度中国
低炭素模範賞」を受賞

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

2013年

8月 「ECOPIA」がトヨタ自動車株式会社の「カ
ローラ」ハイブリッド車に装着

9月 「ECOPIA」が本田技研工業株式会社の
新型コンパクトカー「FIT」と「FIT 
HYBRID」に新車装着

・ 「第65回IAAフランクフルト国際モーター
ショー」に出展

10月 「2013年度グッドデザイン賞」を3商品で
受賞

・ 「ECOPIA」がダイハツ工業株式会社の
新型軽自動車「タント」に新車装着

・ モトクロス用タイヤの新ブランド
「BATTLECROSS」
「BATTLECROSS X30 / X40」新発売

・ 「ECOPIA」が新型「マツダアクセラ」に新
車装着

・ 「ECOPIA(エコピア)」がゼネラルモーター
ズの新型電気自動車 「シボレー スパー
クEV(イーブイ)」に新車装着

・ 「ドバイ国際モーターショー2013」に出展

11月 「第43回東京モーターショー2013」に出
展

・ 「広州モーターショー2013」に出展

12月 「DUELER H/T 687」が新型「ハリアー」
に新車装着

・ 当社初の2輪用低燃費タイヤ「BATTLAX 
SC ECOPIA」
(バトラックス エスシー エコピア)新発売

・ 更に進化した2輪用スポーツタイヤ
「BATTLAX HYPERSPORT S20 EVO」
新発売

・ 2輪レース専用タイヤ「RACING 
BATTLAX V02」
(レーシングバトラックス ブイ ゼロツー)
新発売

・ スポーティータイヤ 「POTENZA
Adrenalin RE002」新発売

・ SUV用低燃費タイヤ 「DUELER H/L 
850」新発売

8月 タイでのコンベヤベルト
の生産を決定

9月 トルコでの乗用車用タイ
ヤ工場新設の検討を開
始

10月 トルコに新設する乗用
車用タイヤ工場の土地
取得について合意

・ ベトナムの乗用車用タイ
ヤ新工場の生産能力を
増強

・ 国内における内製事業
生産拠点を再編

・ 中国での事務機器用精
密部品の生産拠点を再
編

・ メキシコに自動車シート
用ウレタンフォーム工場
を新設

・ 中国・無錫工場で乗用
車用ラジアルタイヤの生
産能力を増強

11月 中国でのウレタンフォー
ム製品の生産拠点を再
編

12月 ブラジル バイーア工場
で乗用車及び小型トラッ
ク用ラジアルタイヤの生
産能力を増強

8月 ブリヂストン アジア パ
シフィック テクニカルセ
ンターが始動しました

11月 「エアフリーコンセプト
（非空気入りタイヤ）」が
第2世代へ進化

10月 「平成25年度リデュー
ス・リユース・リサイクル
推進功労者等表彰」
3R推進協議会会長賞を
4年連続受賞

11月 フィリピン 台風被災地
への寄付を決定

・ OEタイヤ及びリプレイス
タイヤ顧客満足度調査
において
7セグメント中4セグメン
トで第1位を獲得

12月 太陽光発電による売電
事業を開始

・ 米州多角化事業会社が
スペインのヒスコサブラ
ンドを買収



2014年

2月 1月 「TOKYO AUTO SALON 2014 with 
NAPAC」に出展

・ ブリヂストンの新技術「ologic（オロジッ
ク）」が初の実車装着

・ 小型トラック・バス用オールシーズンタイ
ヤ「DURAVIS M804」新発売
-お客様の経費削減と安全な走行に貢
献-

・ "雨に強く、長持ちする"車種別専用低燃
費タイヤ
「ECOPIA EX20シリーズ（EX20・EX20Ｃ・
EX20RV」新発売

・ ＣＩＫ公認レーシングカート用タイヤ新発
売
－参加型モータースポーツの発展に貢
献－

・ 「BATTLAX HYPERSPORT S20EVO」を
250ccを中心としたミドルバイク向けにサ
イズ拡充

2月 「ECOPIA」が新型軽自動車 4モデルに
新車装着

・ 「NAGOYA オートトレンド2014」に出展

・ ランフラットタイヤが「スカイライン」に新
車装着

3月 「ジュネーブモーターショー2014」に出展
・ 「第41回東京モーターサイクルショー」に
出展

4月 「低燃費」と「安全性」を高次元で両立乗
用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK NV 
ologic」新発売

・ 「ECOPIA」がトヨタ自動車株式会社の新
型「ヴィッツ」に新車装着

5月 「China Auto Parts and Service Show 
2014」に出展

・ ハイグリップスポーツタイヤ 「POTENZA
RE-11A 4.0」 新発売

4月 ロシアで乗用車用タイヤ
新工場の鍬入れ式を実
施

2月 新技術「ologic（オロジッ
ク）」が"Tire Technology 
of the Year"を受賞

・ 免震設計支援ソフトを共
同開発
-設計者の作業負荷を
大幅に軽減-

3月 2013年度の東証「な
でしこ銘柄」に選定

5月 海外タイヤ事業の経
営体制を再編 中国と
アジア・大洋州地域に
おけるタイヤ事業経営
体制を強化

5月 メキシコで自動車シート
用ウレタンフォーム新工
場の安全祈願祭を実施

市場環境

主活動

販売マーケティング 製造・物流 技術開発 人事労務 全般管理

支援活動

ＨＯＭＥ

当社マーケティング戦略ケースも併せてご参照ください

● 新業態の創造「コクピット」 （1984年）

http://www.jmrlsi.co.jp/
http://www.jmrlsi.co.jp/membership/premium/scto/case/1984/bridgestone-01.html

