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WHITE HOUSE CAMPER

N-VAN

COMPO

good time
good journey

Terrace Bicycling & Trekking Air Heater Family of four can sleep Flat Bed

Pop up Roof

www.whitehousecamper.com

キャンピングカー企画開発・架装・販売元キャンピングカー企画開発・架装・販売元

株式会社ホワイトハウス株式会社ホワイトハウス

〒470-0153  愛知県 愛知郡 東郷町 和合 北蚊⾕ 29－1 オートプラネット名古屋 1F

〒246-0008  神奈川県 横浜市 瀬⾕区 五貫⽬町 2－8

〒818-0054  福岡県 筑紫野市 杉塚 2－14－８

TEL.0561-37-5336

TEL.045-924-0878

TEL.092-920-1900

E-mail : camper.n@whitehouse.co.jp

■名古屋本店 

■横浜店

■福岡店 

■このカタログの内容は 2022 年８⽉現在 のもので、装備・仕様は予告なしに変更する場合があります。
■ボディーカラー及び内装⾊は印刷インクや撮影条件などから、実際の⾊と異なって⾒えることがあります。
■⼩物類は撮影のために⽤意したものです。

■ シートレイアウト

■ 主要スペック

※タイプ、オプション等により実際の⼨法と
 若⼲異なることがあります。

※家具付きモデルは、
家具内床下よりベッド台を拡張し、
ベッド⾯を作ります。

全 ⻑ 3395 mm

全 幅 1475 mm

全 ⾼  POP UP 無し

全 ⾼  POP UP 有り

1960 mm

2000 mm

■ 外装写真

※ポップアップルーフを載せる場合は、
ローダウンキットを装着し、⾼さ 2000ｍｍとなるようにします。

POP UP ROOF
SOLAR SYSTEM

MAX 就寝４名

ソーラーシステム
ポップアップルーフ 超軽量薄型ソーラーパネルを採⽤した、

ソーラーシステムです。
ルーフトップ上⾯を最⼤限活⽤し、
キャンパーライフにかかせない
サブバッテリーを最上レベルで守ります。

ホワイトハウスのポップアップルーフは、
２つのルーフから構成されています。
基礎にあたる安全強化台 A. Safty Reinforced Base と
実際に持ち上げる軽量化ルーフトップ B. Light Roof Top を
組み合わせる事で、圧倒的な強度と安全性、
また耐久性と耐⽔性を兼ね備えます。
さらに２ピース構造では、⾛⾏時にルーフトップが
直接⾞両に触れる事がない為、静粛性にも優れています。

※Photo: イメージ

2 ピース構造
ポップアップの特徴

就寝２名

BED BOARD
ベッドボード

ベッドサイズ 1800 mm × 1020 mm

乗⾞定員

就寝定員

4 名（ 2 名 / 2 名 ）

⼤⼈ 4 名

防⽔カラーテント（⽣活防⽔）  ●グレー ●オレンジ ●ブルー

ノーマルテント

Spec

OPTION

軽キャンピングカーは、ただ⾞中泊ができればいいというモノではありません。
N-VAN COMPOには、快適に過ごすためのワクワクがたくさんあります。

POP UPPOP UP1 N-VANに、ポップアップルーフを取り付けるだけのシンプルなモデルです。

HOT PackageHOT Package N-VANに、エアヒーターやサブバッテリーなど電装系をのせたモデルです。

POP HOT PackagePOP HOT Package N-VANに、ポップアップとホットパッケージをのせたフル装備の⼈気モデルです。

CTEK ⾛⾏充電システム
エンジン始動時の振動や騒⾳もなく、
エンジン停⽌中でも、室内フル暖房が可能︕
⾞内を暖め、快適な⾞中泊を約束してくれます。

サブバッテリーは⾞を⾛らせるだけで充電されます。
CTEK社の、マイコン制御された⾰命的システムでバッテリー充電を⾏い、
強⼒な電源を確保するだけではなく、バッテリーそのものの寿命も⻑くします。

エアヒーター

サブバッテリー

DC室内ソケット LED室内照明

全窓プライバシーカーテン

パーツセンターを擁するホワイトハウスが厳選する、ホットパッケージ 6 点セット

サスペンションを取り換え、ダウンサスキットを装着することで、軽⾃動⾞登録が可能になります。

ホワイトハウスキャンパーでしか揃いません︕ 普段使いもでき、旅にも⾏ける、最⾼に⾃由な⾞です。

N-VAN COMPO をさらにグレードアップ︕ 充実のオプション装備︕

エアヒーターの電源起動時にサブバッテリーを使⽤します。
エンジン切っていても、電気を使うことができます。
室内照明も電源類もメインバッテリーを使わないので安⼼して⾞中泊ができます。 メインスイッチを⼊れることで、室内で電気を使えます。

カーテンはプライバシーを守るのと同時に、
ガラス⾯から⾞内の温度が奪われ
冷えてしまうのを和らげます。
⾞中泊ユーザーには必須装備となります。

奥⾏2,140
× 幅1,150㎜

奥⾏2,140
× 幅640㎜

クイックエアマット ダブル

サイクルキャリア

純正マルチボード
外部電源コード

クイックエアマット シングル

収納BOX＆アウターテーブルセット

オリジナルプライバシーテント

サイドオーニング純正ルーフキャリア

サイドオーニングに取り付けるだけで、
もう⼀部屋追加できます。

サイドオーニングを取り付けるためには
ポップアップルーフをとりつけるか、
純正ルーフキャリアが必要です。

￥184,800

不要な時は、折りたたみ可能。
ストラップで⾃転⾞を固定します。
テールランプやナンバープレートの
視認性は妨げません。

エアマットには、専⽤の空気
⼊れとケースを付属します。
（空気抜きも簡単です。）

マルチボードは、軽く頑丈です。
2⼈で寝られる寝台となります。
収納BOX＆テーブルセットも装着可。

運転席側もベッドとするためには、
⾼さを揃えなければなりません。
純正マルチボードが必要です。

オートキャンプ場や⾃宅の駐⾞場など、
簡単に⾞に電源を引き込めます。
⾞内のコンセントを快適に使⽤できます。

オ

サイササササ
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ポップポポ アップルーー
純正ルーフキャリリ

真

オプション

オプション

ホンダ正規代理店
株式会社ホワイトハウス グループ

※オプションの運転席回転装置を
使⽤したレイアウトです。

運転席側セカンドシートは
床下に収納する必要があります。

※家具無しモデルは、
オプションの純正マルチボードを使⽤し、
運転席をリクライニングすることで、
ベッド⾯を作成できます。
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全窓プライバ
カ テンはプライバ

税込

CabinCabin Style-twoStyle-twoStyle-oneStyle-one



Cabin

POP CabinPOP Cabin

STYLE-1STYLE-1 STYLE-2STYLE-2

STYLE-1 eco

Bed Space
12V電⼦レンジで、
もっと快適なくるま旅を

ベッドボード 1,800ｍｍ × 1,020ｍｍ

家具付きモデルは、キャビンのみポップアップルーフを取り付け可能です。

STYLE-2 eco

⾞中泊には⽋かせない取り外し可能な
モスキートネットを3ヶ所に装着します。

家具の⾊は、⽩⾊と茶⾊をご⽤意しております。

運転席のみ、オプション⾦具を装着することで
回転させることが可能となります。

キャビンは、家具付きの中でも⼀番⼈気︕

オプションの回転シートを装着すれば、
2⼈旅を楽しむことができます。

左右に取り付けられたガスダンパーで、⼥性でも開け閉めOK。
⼤⼈2名が就寝可能、テント左右にはメッシュタイプの窓も設置。
換気はもちろん、採光⽤の天窓としてもお使いいただけます。
ベッド板の跳ね上げも可能で、
室内⾼は1800ｍｍ以上と着替えや調理など楽に⾏えます。

家具付きの中で、⼀番ゆったりとした空間をつくることができます。

就寝スペース

Swivel Seat

Microwave

回転シート

電⼦レンジ Refrigerator

Slide & Rear Gate Net

64Net

冷蔵庫

スライド＆リアゲートネット

マグネット式簡易網⼾

ムシネット

旅の重要な要素である睡眠を、より快適にするため、
8㎝厚のクッション性の⾼いベッドマットをご⽤意しました。 

持ち運び可能なDC12Vの本格的な冷蔵庫。
アウトドアでも活⽤できます。

※写真はイメージです。実際の仕様と異なる場合がございます。

Bed Space 就寝スペース

旅の重要な要素である睡眠を、より快適にするため、
クッション性の⾼いベッドマットをご⽤意しました。 
旅の疲れをゆったりと癒してくれます。

Luggage Shelf 収納棚

限られた空間を最⼤限に活⽤するため、
随所に収納棚を設置し旅を⽀えます。

Rear Gate Screen Door リアゲート網⼾

⾍の侵⼊を防ぎつつ⾵を通すことが
できるようになる防⾍ネットを装備。
⾵をよく通すメッシュ素材の蛇腹タイプ。
さらにリアボードを倒すと便利なテーブルが展開。

Multi Bag マルチバッグ

限られたスペースを最⼤に活かすため
リアゲート壁⾯に配置された収納。

Microwave
電⼦レンジ

シンクの上に便利な
12V電⼦レンジを装備。

Microwave
電⼦レンジ

シンクの上に便利な
12V電⼦レンジを装備。

Double Sink ダブルシンク清⽔タンク

調理や⻭磨き、洗顔など⾞中泊でのシンクは極めて重要。
さらに快適に過ごすため、内外⼆つのシンクを装備。
軽キャンパー初の試み。

Water Tank

Bed Space 就寝スペース

クッション性の⾼いベッドマットをご⽤意しました。 
旅の疲れをゆったりと癒してくれます。

Luggage Shelf 収納棚

限られた空間を最⼤限に活⽤するため、ホワイトハウスの独⾃技術で家具を架装。
随所に収納棚を設置し旅を⽀えます。

Rear Gate Screen Door
⾍の侵⼊を防ぎつつ⾵を通すことができるようになる防⾍ネットを装備。
⾵をよく通すメッシュ素材の蛇腹タイプ。
さらにリアボードを倒すと便利なテーブルが展開。

Power Supply コンセント

リアゲート網⼾

清⽔タンク

効率的に配置された清⽔タンク
Water Tank

100V⽤ コンセント 1コ
シガーライターソケット 1コ

100V⽤ コンセント 1コ
シガーライターソケット 1コ

スタイルワンは、室内後⽅に電装系を集中した
レイアウトです。

スタイルツーは、運転席側リヤの壁をより⼤きく
とり、壁に電装系を集中したレイアウトです。

マグネット式網⼾も
ございます。

3枚セット 税込 ￥22,000

スイッチ

１
２
３

USB
ソケット2コ

シガーライター
ソケット

コンセント2コ

Power Supply コンセント

Power
Supply
コンセント

Style-two eco

家具付き１

家具付き２

家具付き３ 家具付き４

家具付き５ 家具付き６

１ 主電源
２ 電源レンジ

外部電源コード ５ｍ

主電源ON

主電源ON

エンジンをかけなくても、オプションの外部電源コードを備えれば、すべてが使えます。

電⼦レンジ使⽤時のみ、エンジンをかけたほうが、バッテリーがもちオススメです。

エンジンOFF 何も動きません

100V コンセント2コ のみ、使えるようになります。

100V コンセント2コは使えません

外部電源コードをつなぎ、エンジンをかければ、すべてが使えます。

エンジンON

エンジンON

エンジンOFF

エンジンON

外部電源 ⾮装着

外部電源 装着

外部電源 装着

外部電源 ⾮装着

エンジンをかければ、主電源スイッチを使えます。
標準装備とUSBソケットとシガーライターソケットが使えます。

エンジンをかけないと、主電源が⼊らないので、スイッチやソケットは使えません。

エコはサブバッテリーを積みません。
メインバッテリーの電気を使います。
⾛⾏中は、主電源スイッチを切って下さい。

サブバッテリーを積んでおり、
主電源スイッチ1つで
電気類を使うことができます。

スタイルワン・スタイルツーは、
ホワイトハウスの独⾃技術で家具を架装。
⾞内でも⾞外でも楽しむことができます︕

機能がシンプルなので、
使い⽅がハッキリしているかたには
エコもオススメです。

エコは、外部電源コードが標準装備となります。エコは、外部電源コードが標準装備となります。

１ 主電源
２ 内部照明
３ リア外部照明

ウォーターポンプ
電⼦レンジ
室内照明×２

ウォーターポンプ
電⼦レンジ
室内照明×２

USB×２コ
12V シガーライター×１コ
100Vコンセント ×２コ  

１
２

主電源
リア外部照明

USB×３コ
12V シガーライター×１コ
100Vコンセント ×２コ  
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4CabinCabin
N-VAN COMPO N-VAN COMPO

Style-twoStyle-two
N-VAN COMPO

Style-oneStyle-one

オプション

オプション

オプション

オプション

オプション

エコは、サブバッテリーを搭載しない、シンプルでリーズナブルなモデルです。 エコは、サブバッテリーを搭載しない、シンプルでリーズナブルなモデルです。

メインバッテリー
サブバッテリー有り

メインバッテリーのみ
サブバッテリー無し

スイッチ ソケット

標準装備

標準装備

家具部分に装備 リア左側にN-VAN純正装備スィッチ

Style-twoStyle-twoStyle-oneStyle-one

オプションの回転シートを装着すれば
2⼈旅を楽しむことができます。

オプションの回転シートを装着すれば
2⼈旅を楽しむことができます。

スイッチ ソケット

N-VANならではの広い空間に
本格キャンパーの技術を積み込んだ
本格軽キャンパー︕

エンジンOFF

エンジンOFF 100V コンセント2コ が使えるようになります。サブバッテリーがチャージされます。

100V コンセント2コは使えません（コードとコンセントは、オプション装備です。）

すべてが使えます。外部電源 装着

外部電源 装着

外部電源 ⾮装着

外部電源 ⾮装着 標準装備とUSBソケットとシガーライターソケットが使えます。
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