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ハイリマレリは、ハイリの新エネルギー車向けのコンプレッサーの最先端技術と強力な事業ネットワークに、マ
レリの自動車分野でのイノベーションと世界市場での知見を組み合わせて誕生した世界的な自動車システムサプ
ライヤーです。コンプレッサーとHVAC（暖房・換気・空調）の電動化、およびヒートポンプシステムに特化した、お
客様とお取引先向けの世界クラスのソリューション開発に焦点を当て、業界をリードするキャビンコンフォート事
業を展開します。

 
当社は中国の香港で登記され、事業本社は日本の東京都新宿区と中国の上海市に置かれています。全世界で

約4200人の従業員を擁し、30以上の工場と研究開発拠点を持ち、日本、中国、アジア、欧州と北米で事業を展開
しています。
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会社概要

グローバルネットワーク

世界の自動車産業はかつてない変貌を遂げ
つつあり、特に新エネルギー自動車分野の発展
が加速しています。Highly Marelliは、この新エ
ネルギー自動車分野での発展を目指すハイレ
ベルな国際的合弁会社であり、世界トップレベ
ルの自動車用空調システムの研究開発・製造・
販売、および新エネルギー自動車用熱管理シス
テムの包括的ソリューションに注力し、業界の
技術革新をリードし、世界的な自動車用熱管理
システムのサプライヤーを目指します。

 
当社は、Highlyとマレリの研究開発、サプラ

イチェーン、グローバルなチャネルを統合し、コ
ンプレッサーの電動化、ヒートポンプ、HVACシ
ステム、特に新エネルギー自動車用部品の開発
に注力し、世界の市場を開拓していきます。

 
当社は、科学と技術革新を原動力とし、リー

ン生産方式を当社の責務と考え、お客様により
大きな価値を創造し、従業員により多くのチャ
ンスを提供し、ステークホルダーと社会への価
値を創造し、革新的で持続的に発展する企業
を目指します。

会長　鄭建東
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1919
Società Anonima Ercole Marelliと

FiatによりMagneti Marelliが設立

1938
カルソニックカンセイの出発点

「日本ラヂエーター製造株式会社」設立

1954
上海（中国）に海立（Highly）設立

1956
「関東精機株式会社」設立

1966
日本ラヂエーター、最初の冷房機器発売

1982
日本ラヂエーター、
エバポレータの生産開始

1985
Highly、冷蔵庫業界に参入

1988
日本ラヂエーター、

「カルソニック株式会社」に社名変更

1992
Highly、上海証券取引所に上場

1993
Highly、最初のエアコン用コンプレッサー生産

1991
関東精機、「株式会社カンセイ」に社名変更

2000
カルソニック株式会社と株式会社カンセイが
合併し、カルソニックカンセイ株式会社が誕生

2001
Highly、「上海海立（集団）株式会社」に社名変更

2009
Highlyグループ、最初の新エネルギー自
動車用コンプレッサー生産

2015
Highlyグループ、電機業界に参入

2018
カルソニックカンセイとマニエッティ・マレリ、
経営統合を発表

2019.5
カルソニックカンセイとマニエッティ・マレリ、
新ブランド「マレリ（MARELLI）」のもとで統合

2019.8.29
Highlyグループとマレリ、

「合弁会社設立の覚書」に署名

2020.9.4
Highlyグループとマレリ、

新たな合弁会社Highly Marelli Co., Limitedの
設立に関する契約書に調印

2021.1.28 
Highly Marelli Holdings Co., Limitedが正式に設立

沿革 製品概要

ヒートポンプシステム

機能

特徴

■ 冷房時、暖房時ともに消費電力の約２倍の性能が得られる

■ シンプルな構造で除湿暖房が可能

冷房運転時は、従来のエアコンと同様に膨張弁システムの採用により、高いシステム効率を達成
できます。
暖房運転時には、ヒートポンプの機能により外気の熱をくみ上げ、室内を暖房します。また、独自
のバルブ制御システムによって除湿暖房の制御を行い、窓曇りの防止と暖房性を維持します。外
気が極低温の場合でも、高性能な温水ヒーターを介して十分な暖房性能を確保できます。

ハイリマレリのヒートポンプシステムは、MFR（Multi-function Receiver）やIHX（Internal Heat 
Exchanger）などの独自技術を採用することにより、高いシステム効率を実現し、部品を追加する
ことなく除湿暖房を可能にします。また、バルブやパイプの部品点数が少なく、エンジンルームへ
の搭載が容易です。

高電圧温水ヒーター 電動コンプレッサー

内部熱交換機（IHX）
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空調システム

EV用エアコンユニットICE用エアコンユニット

車室内外の環境の変化や乗員の好みに応じ
て吹き出し温度、吹き出し口、風量、湿度を
調節し、快適な車室内空間を提供します。

高性能で前席左右独立温調、後部座席用
Vent/Foot 吹出しおよび温調対応が可能。

ヒートポンプシステムに適合し、効率的に
車室内を快適に保ちます。

既存のHVACをベースに小型省動力ブラシレ
スモーターや高性能熱交換器を搭載し、省動
力、低騒音、左右前後独立温調対応が可能。

コンプレッサー

電動コンプレッサー

ICE用コンプレッサー

ベルト駆動でエンジンからの動力を得て冷媒ガス
を圧縮し、エアコンサイクルに冷媒を循環させま
す。能力の制御は電磁クラッチのON/OFFにより
行います。

軽自動車向けからSUV向けまで対応可能で、シングル・デュアル・トリプルゾーン温度コントロール
を実現する空調ユニットにより、業界トップレベルの快適性を提供します。ハイリマレリのヒートポ
ンプシステムと組み合わせることにより、従来の空調システムに大きな変更を加えることなく、EVへ
の適用が可能です。

軽自動車用（容量60cc）からSUV用（容量110cc）
まで、あらゆる車両セグメントに適用可能な幅広い
製品ラインナップを取り揃えています。

さまざまな排気量や駆動電圧を持つ製品ライン
ナップで、PHVやBEVなどxEVへの適用が可能で
す。

■ 自動車用として最も小型で軽量、さらに世界最高水準の           
      高効率でバランスが良いロータリー式圧縮機。

■ 北米オフサイクルクレジットを取得（2020年1月）。

電動モーターの駆動により冷媒ガスを圧縮しエ
アコンサイクルに冷媒を循環させます。

機能

スクロール式として業界トップクラスの小型化と
高効率を実現。

特徴

機能

特徴

機能

特徴

機能

特徴

製品概要製品概要
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