
平素は、格別のご支援、ご高配を賜り心より感謝申し上げます。
わたくしたちマークラインズは、情報プラットフォームを中心に展開する７

つの事業を通して自動車産業に特化したトータルソリューションを提供する 
「自動車産業ポータル」を運営しており、現在世界40カ国以上、約4,800社
の企業の皆様にご利用いただいております。

自動車産業は今、カーボンニュートラル実現に向けた取り組み、カントリー
リスクへの対応など様々な課題が山積しており、舵取りの難しい局面を迎え
ております。このような環境の下、当社では産業界の皆様の羅針盤となるべ
く情報プラットフォームを始めとする各事業の強化に取り組んでおります。

今後は、当社グループで運営する各事業間で綿密に連携し、多面的に 
産業界の皆様を支援してまいります。

引き続き、ご支援、ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長　酒井 誠2023年3月

ニュース＆トピックス

自動車産業にとって重要地域と位置付けられるメキシコ
合衆国に下記のとおり子会社を設立し、営業を開始しました。

名 称 MarkLines Mexicana S.A. de C.V.

所 在 地 メキシコ合衆国グアナファト州レオン市

事 業 内 容 北米における顧客開拓、及び情報収集

設 立 年 月 2022 年 12 月

資 本 金 700,000 メキシコペソ

出 資 比 率 当社 100％

現ベンチマークセンターにて提供している車両・部品調
達、コスト比較分析に加え、車両の分解、計測、CADデータ
取得など、より専門性
の高いサービス提供を
可能とする本格的なベ
ンチマークセンター建
設のため、神奈川県厚
木市森の里に建設用
地を取得しました。

ベンチマークセンター建設用地取得メキシコ子会社設立

マークラインズ株式会社

証券コード：3901

ビジネスレポート

トップメッセージ



MarkLinesについて
自動車産業に特化したトータルソリューション・カンパニーです

当社グループは、主力である「情報プラットフォーム」を
中心にLINES、コンサルティング・受託調査、人材紹介、市場
予測、ベンチマーキング及び自動車産業支援ファンドの７つ
のサービスを通じてトータルソリューションを提供する「自
動車産業ポータル」を運営しております。

当社が提供するサービスは、自動車産業を軸として情報・
ノウハウ・人・モノ・金（ファイナンス）という領域をカバーし
ており、お客様それぞれのニーズに合わせテーラーメイド
に提供することが可能です。

1

・

ご利用企業は、完成車メーカー、部品
メーカーから商社、研究機関等、多様な
業種・業界に亘り、約4,800社の企業の
皆様にご採用いただいております。自動
車産業は、電動化、自動運転技術、AI等
の新技術の潮流にあり、異業種の参入
等が、業界の裾野を広げております。

�約4,800社の企業の皆様が「情報プラットフォーム」の法人会員です2
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世界4,800社が利用する
自動車業界の総合情報サービスです

⃝世界のニュース
⃝自動車販売台数/生産台数
⃝市場予測
⃝モデルチェンジ予測
⃝EV・自動運転
⃝市場・技術レポート
⃝ベンチマーキング・分解調査
⃝外注・調達先情報
　　等の情報を掲載

「情報プラットフォーム」は、自動車産業のボーダーレス化を背景として、日本、中国、北米、欧州、アセアン、インド等、多
くの国・地域でご活用いただいており、その数は世界40カ国以上に及びます。

�「情報プラットフォーム」は世界40カ国以上でご活用いただいております3



48万円/年～

１つのIDで、全ての情報の
検索・閲覧が可能

情報プラットフォームVS

約200万円/年～

さまざまな情報サービスを個別に購入
産業動向レポート
約100万円〜

台数統計
約50万円〜

調査月報
約50万円〜

モデルチェンジ予測

サービスの内容
カーボンニュートラル実現に向けて自動車産業を取り巻く環境は大きく変動しております。情報プラットフォームは、こうした

変化をいち早く捉えられるよう、世界各国の部品メーカー情報、サプライチェーン、生産・販売台数データ、CASE・市場予測・
分解調査等に関する市場・技術レポート、モデルチェンジ予測、ニュース等の最新情報を提供する会員制のWebサービスです。

無料お試しはこちらから
https://www.marklines.com/ja/members/sign_up

《特徴》

《情報プラットフォーム・コンテンツ紹介》

1. 圧倒的な費用対効果 2. 高い実用性

3. 世界7カ国のサポート体制

4. 日・英・中の3言語で閲覧可能

情報プラットフォーム

⃝�デジタル情報なので、常時最新のコンテ
ンツをご覧になれます。
⃝�エクセルダウンロード機能等、利便性に富

みます。
⃝�モバイル端末での利用も可能で、時間・

場所を問いません。

⃝�日常業務において必要な台数統計、シェア情報などのさまざまな情報を、情報プラットフォー
ムはオールインワンのパッケージとして提供しております。

⃝�日本、米国、中国、タイ、ドイツ、メキシコ、
インド、世界７カ国の拠点で、現地に密着
したサポートを提供いたします。

⃝�海外拠点を含めグローバルで情報が共有
できます。

国内外の
展示会情報

業界紙
購読

展示会取材

サービスのご紹介

市場・技術レポート

分解調査データ

各パワートレインの構成比予測
世界乗用車販売に占める



サービスの内容
自社の製品・技術・サービスを情報プラットフォームの会員に対し、PRメール、バナー広告、製品情報掲載の３つのツールでPR

することにより、販促活動を効果的に支援します。

《特徴》
経営・管理者層に直接PR

バナー広告

情 報 プ ラットフォー ム 内 に バ ナ ー を 掲 載 す る サ ー ビ ス

PRメール

自社製品等のPRをメールで情報プラットフォームの会員に対し、
最大５万通配信することができるサービス

製品情報掲載

情報プラットフォーム内に自社製品等のPRページを掲載するサー
ビス

情報プラットフォーム利用会員のうち、PRメール受信希望者の職種比率情報プラットフォームは：
⃝�自動車産業に関わる約4,800社、40万人の方々に

ご利用いただいております。
⃝�月間500万PV以上のアクセスがあります。
⃝�国内すべての自動車メーカー、大手部品メーカー

が法人会員として登録しています。
完成車
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バナー広告のイメージ

サービスの内容
注目度の高いEV関連のコンサルティングや市場調査、ADASやHMIの実験評価等、多様なお客様のご依頼に応じます。当社

が蓄積した情報や独自の知見、社内外専門家のネットワークを駆使して、付加価値の高いサービスを提供いたします。

《特徴》
長年蓄積した知見とノウハウを駆使し多種・多様な案件に対応可能

コンサルティング

技術調査 実験評価 市場調査 プロセス改善 サプライヤ調査 特許分析

サービスの内容
英調査会社LMC Automotive社による自動車市場予測サービスをご提供します。将来７年〜12年間に及ぶ全世界のパワー

トレイン別（EV/FCV/PHEV/HV）・モデル別の販売予測など多彩なメニューをご用意しております。

《特徴》
1. 詳細な予測データ 2. リーズナブルな価格設定

市場予測

⃝�モデル別、電動車タイプ別等の詳細な台数予測情報を提供いたします。 ⃝�詳細な予測情報をお手ごろな価格で提供いたします。



サービスの内容
自動車産業支援ファンドは、①新たな技術を生み出し将来の自動車産業に大きく寄与する可能性のあるベンチャー企業、

②社歴のある中堅企業でも、自らがイノベーションを起こして再成長を期す企業への投資を実行いたします。

《特徴》
1. 自動車産業に特化したベンチャーキャピタル 2. 自動車産業をワンストップで支援

自動車産業支援ファンド

⃝�当社グループがこれまで蓄積した「知見・情報」「ネットワーク」 
「顧客」を活用することが可能です。

⃝�ベンチャー投資の各ステージで、当社が提供する各サービスを活
用することにより、資金面を含めたワンストップの支援が可能です。

人材紹介
サービスの内容

自動車業界に特化した人材紹介サービスです。自動車関連企業からの技術・営業・管理・企画等の様々な求人要望に対し、
要望にマッチした的確人材を、自動車業界にて豊富な経験を積んだコンサルタントが、当社のネットワークや求職者データ
ベース等からご紹介いたします。

《特徴》
1. 自動車業界に精通したコンサルタント 2. 幅広いネットワークで人材サーチを実行

3. 業界内のあらゆる求人に対応

⃝�自動車産業について深い知見を有するコンサルタントが、求人
のご依頼に対し的確で、きめ細かい対応をいたします。

⃝�当社独自のネットワークや外部データベースに登録のある多く
の求職者の中から最適な候補者をご紹介いたします。

⃝��役職（エグゼクティブ・ミドル・リーダー・担当クラス）、職種（技術・営業・管理・企画等）を問わず自動車業界のあらゆる求人相談に対応いたします。

■ 車両•部品調達代行サービス
サービスの内容
ベンチマーキング活動でお使いになる車両及び部品の購入を迅速に代行するサー
ビスです。
お客様のご要望に合わせ、国内外の幅広い国・地域に亘り、部品から車両にいた
るまで、様々な案件に対応いたします。

■ コスト比較分析サービス
サービスの内容
競合他社製品を分解し、その構造・材質・寸法・重量等から製造コスト
を見積り、自社製品と比較・分析する工程を請負うサービスです。
車両・部品調達代行サービスと併用いただくことで、対象部品の調
達からコスト比較分析まで一気通貫で請負うことが可能です。

■ ECUベンチマーク
サービスの内容
当社エキスパートエンジニアが電子部品を分解し回路図の作成や各機能の考察・解説をします。

■ 分解調査データ販売
サービスの内容
⃝ Munro社（米国）、AVL社（オーストリア）、コベルコ科研社（日本）、エルテック社（日本）な

どのエンジニアリング会社による電動車、駆動モーター、インバーターなどの多彩な分
解調査データを取り扱っております。

⃝ 当社エキスパートエンジニアがe-Axleなどの分解調査とコスト分析を実施し、レポート
を作成しております。

ベンチマーキング

アクチュエータ部品コスト分析例（メーカー仕様差の比較分析）
調査対象製品 A社 B社 C社

材料費（材料部品） 1,675 1,413 1,251
加工費 1,808 1,388 1,257
樹脂射出成形 226 210 217
プレス加工 42 58 30
NC加工 200 80 200
鍛造+切削 0 150 0
検査 1,100 600 440

工場管理費 209 161 150
開発費 250 250 250
一般管理費 185 142 133
型治工具償却費 253 253 257
総原価 4,379 3,606 3,298A社 B社 C社

■ 材料費（材料部品）　■ 加工費　■ 工場管理費　
■ 開発費　■ 一般管理費　■ 型治工具償却費

分解調査データ販売の提携先一覧



沿　　　革
2001年 1月 東京都港区赤坂三丁目にて当社設立
2001年 8月 「自動車情報プラットフォーム」（日本語版）サービス開始
2001年 12月 「自動車情報プラットフォーム」（英語版）サービス開始
2003年 2月 アメリカ ミシガン州にMarkLines North America, Inc. 設立
2004年 9月 中国 上海に麦柯莱依斯信息諮詢(上海)有限公司 設立
2007年 4月 コンサルティング事業を開始
2011年 12月 「自動車情報プラットフォーム」（中国語版）サービス開始
2013年 7月 タイ バンコクにMarkLines (Thailand) Co., Ltd. 設立
2014年 12月 東京証券取引所JASDAQ市場へ上場
2015年 1月 ドイツ フランクフルトにMarkLines Europe GmbH 設立
2016年 1月 インド ハリヤーナー州グルガオンに

MarkLines India Pvt. Ltd. 設立
2017年 4月 エンジニアリング会社 Munro & Associates, Inc.と

業務提携を締結
2018年 3月 東京証券取引所市場第二部へ市場変更
2018年 6月 東京証券取引所市場第一部銘柄に指定
2018年 11月 名古屋支社開設
2020年 4月 東京都千代田区に株式会社自動車ファンド設立
2020年 9月 神奈川県厚木市にベンチマークセンター開設
2021年 1月 創業20周年
2021年 1月 自動車産業支援ファンド2021投資事業有限責任組合組成
2022年 12月 メキシコ合衆国グアナファト州レオンに

MarkLines Mexicana S.A. de C.V. 設立

MarkLines India Pvt. Ltd.
Gurgaon, Haryana India
TEL +91-124-4048779

MarkLines Europe GmbH
 Frankfurt am Main, Germany
TEL +49-69–904-3870-0 

MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
Bangkok Thailand
TEL +66-2-665-2840

本社
東京都千代田区永田町 2-11-1 
山王パークタワー 14F
TEL 03-4241-3902
名古屋支社
愛知県名古屋市中区錦 1-20-25 
TEL 052-218-3704

ベンチマークセンター
神奈川県厚木市船子 1192-1
TEL 046-409-4121

株式会社自動車ファンド
東京都千代田区永田町 2-11-1 
TEL 03-4241-3913

会 社 概 要
会 社 名 マークラインズ株式会社
設 立 2001年1月4日
資 本 金 371,351,840円
役 職 員 数 210名（連結）、156名（単独）
所 在 地 東京都千代田区永田町2-11-1　

山王パークタワー 14F 
上 場 市 場 東証プライム（証券コード3901）

役　　　員
代表取締役社長 酒井　誠
取 締 役 坂井　建一
取 締 役 蒋　　思懿
社 外 取 締 役 志藤　昭彦
(株式会社ヨロズ　代表取締役会長)
社 外 取 締 役 宮川　洋
(株式会社イード　代表取締役)

常 勤 監 査 役 松尾　徹
社 外 監 査 役 橋口　純一
社 外 監 査 役 篠崎　正巳

（篠崎綜合法律事務所　所長）

麦柯莱依斯信息諮詢 ( 上海 ) 有限公司
( 英語名称 : MarkLines (Shanghai) Co., Ltd.)
上海市黄浦区南京東路 300
TEL +86-21-6212-6562 

ドイツ

インド

タ イ

MarkLines North America, Inc.
Southfield, Michigan USA
TEL +1-248-327-6987

米  国

MarkLines Mexicana S.A. de C.V.
Leon Guanajuato, 
Mexico
TEL +52-477-796-0574

メキシコ

中  国

日  本

会社データ（2023年4月現在）

グループアウトライン

当社は持続可能な社会実現に向けESGに取組んでおります
◦脱炭素社会実現に向けた自動車のLCA情報、知見、人材を提供しております。
◦インターネット事業を通じた省資源化を推進しております。

◦自動運転情報の提供により、快適な移動実現に寄与しております。
◦年齢、性別、学歴、国籍を問わない人材の登用によってダイバーシティを推進しております。

◦�独立社外取締役を選任し経営の透明性を確保するなど、東証プライム上場企業として�
健全な企業経営を行える体制づくりを推進しております。

マークラインズ株式会社 〒100-6114　東京都千代田区永田町2-11-1 山王パークタワー14F
TEL 03-4241-3901 [代表]


