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プロライト社製トレーラー
全車種共通 ＜特徴＞

屋根に繋ぎ目のない全面FRPボディ

最上級カナダ製断熱材使用

ボディジョイント部分に水の侵入を防ぐ特殊テープ使用

室内は壁紙でなく防水パネル仕上げ

流線形ボディで走行風の抵抗を大幅軽減し優れた走行安定性を実現

日本仕様トレーラーもプロライト社工場で製作

コンパクトカーでも牽引できる超軽量かつ車高が低いトレーラーをラインナップ　　

ビギナーでも簡単に牽引可能

ワンステップで乗降ご年配の方やお子様に優しい

全車種共通　＜標準装備＞

01  フレームレス車用強化窓ガラス

02  電磁ブレーキ&アルミ製ホイール

03  メープル無垢のキャビネットフレーム

04  全窓網戸＆ドアブラインド

05  断熱効果、耐久性に優れた床

06  収納式ステップ

07  飛石防止付きフロント窓

08  ファン付きベンチレーション

09  調光式LEDシーリングライト&ポーチライト

10  煙＆CO2探知機　　　　　　　　　　　　　

11  オーニング

12  スペアタイヤ

13  走行充電

14  ステビライザー　

プロライト社製トレーラー



TEAM

HISTORY OF ROULOTTES PROLITE 

Martin James 

カナダ最大手のトラベルトレーラーメーカー『プロライト社』を一代で築き上げた
のが現社長のMartin James(マーティン・ジェームス）氏である。　

ジェームス氏は幼い頃、父親の仕事の関係で訪れたRVディーラーのガレージを
みて『いつかは自分で大きなガレージを持つ！』と決心。そしてRV業界に従事し
車両洗車からセールスマネージャーまで様々な分野で経験を積んだ。

ある日愛車のホンダ・シビックで牽引できるトーレラーを探したところ
コンパクトカーに対応するモデルがないことに気が付いた。
そこで『コンパクトカーで牽引できるトレーラーを作ろう』と決意して2000年に
プロライト社を立ちあげたのである。と言っても、当初は自宅のガレージで製作し
地元の人々だけに販売するという小規模であった。そこからの発展はめざましく、
中規模の工場を建立するや、2013年はさらに拡大。現在敷地面積140000sq.ft Z
(約13006㎡）の中に4800sq.ft(約446㎡）のショールームと45000sq.ft (約4180㎡）
の大工場へと発展。これはカナダ国内に加えて、大激戦区のアメリカへと手を広げ
プロライト社の人気を着実に積み上げて行った成果である  。

現在はカナダとアメリカに数多くのディーラーを展開し、年間台数８００台以上、
従業員８０人超の大手トレーラーメーカーとして確固たる地位を築きあげた。

全車種共通　＜標準装備＞

01  フレームレス車用強化窓ガラス

02  電磁ブレーキ&アルミ製ホイール

03  メープル無垢のキャビネットフレーム

04  全窓網戸＆ドアブラインド

05  断熱効果、耐久性に優れた床

06  収納式ステップ

07  飛石防止付きフロント窓

08  ファン付きベンチレーション

09  調光式LEDシーリングライト&ポーチライト

10  煙＆CO2探知機　　　　　　　　　　　　　

11  オーニング

12  スペアタイヤ

13  走行充電

14  ステビライザー　

TEAM



ECO - 620kg/1367lb

牽引免許不要

ProLite社製トレーラーの中で最もコンパクトなモデルで
就寝人数は2人

“Track is wider that body width”つまりタイヤが
トレーラー本体よりも  はみ出しているので安定感が
あって快適に走り、牽引性にも優れる



INTERIOR 
SIMPLE IS THE BEST 

2019年モデルから前方窓が標準装備となり室内がより明るく広く快適になった。小型トレーラーながら
も男の人が背中を丸めずに立てる高さを確保。キッチンは大型冷蔵庫、コンロ、シンクなどフル装備。

室内

無垢メープル素材を採用し飽きのこないシンプルな

デザインが特徴。ソファーはゆとりあるサイズ` 

テーブルをそのままでもソファーに横たわることが

可能。（2xシングルベッド）3way冷凍冷蔵庫、

２口コンロ、シンクが標準で備わっている。

就寝スペース

大人2人＋小さな子供1人が一緒に寝られるスペースがあり、

１９０cmの大柄な人でも足を伸ばすことが 可能。

固すぎず、柔らかすぎずの快適なマットを採用 。

ダイニングスペース

調光式LEDシーリングライト、FFヒーター、 ファン付き

ベンチレーション、煙探知機、CO2センサーを完備。

大人4人が余裕で座れる広さで、収納棚と椅子下収納を

備える。



12V - 630kg/1388lb

牽引免許不要

環境に優しいオール電化を採用。外部電源を差し込めば
調光式シーリングライトなど全ての電気製品が機能する。
屋根に２００Wのソーラーパネルを備え、2000Wの
インバーターと５５Aのチャージャーを完備。
オプションで室外機一体型ルーフエアコンを搭載可能。
電磁ブレーキシステムと１３インチアルミホイールを
標準装備。就寝人数は3人〜４人



INTERIOR 

ダイニングエリア

大きな窓から外の景色を眺められる。テーブルを座面
と座面の間に設置すればベッドが完成。大人１人が
寝られるスペースで、ソファー下は　トレーラーの
外からもアクセス可能な収納スペースとなっている。
ポータブルIHキッチンヒーター、電子レンジ、冷蔵庫
を標準装備。

ソファーベッド

ソファー座面部分を手前に引き出すだけで、大人2人が

寝られるベッドを簡単に展開。

ソファー真上と横、さらにソファー背もたれ後部に

寝袋やブランケット等の寝具類が入れられる収納

スペースを確保



MINI - 680KG/1499LB

牽引免許が不要だからすぐに使えるのがセールス
ポイント。書斎や来客用ルームなど様々な用途に
使える”実用的なサイズ”として、欧米で人気No1
を誇るトレーラー。
プロライト社製全車両共通で 使用されているカナダ
の極寒地域でも耐えられる
最高級の断熱材を全面に使用。厳冬でも使えるトレーラーは
数が少ない。プロライト 社イチ押しの１台。     



INTERIOR 
牽引免許不要
飽きのこないシンプルで落ち着いた色とデザインが特徴。
キャビネットのウッドは全て無垢のメープル材を採用している。
ブランケットやクッションはどんな色でもマッチして、各種小物類
との組み合わせもバッチリだから、自分好みのインテリアが実現可能。
調光式LEDシーリングライトとナイトライトを標準装備

ソファーベッド　就寝１

座面を手前に引き出すだけでベッドが展開して大人2人

が快適に寝られるスペースが広がる。収納棚を備えるほか、

ソファーの上と横にもたっぷりの収納スペースを確保。

ミニマムサイズのト レーラーだが、可能な 限り自然の

空気と光を取り込めるよう窓を多く設置している。

キッチン・ダイニング

大型３way冷凍冷蔵庫と２口コンロ、シンクを標準装備。

ダイニングテーブルの天板は傷がつきにくく 軽量で

簡単に取り外せるためベッド展開がスムーズに行える。

ダイニング　就寝２

ダイニングテーブルを座面と座面の間に置くだけで、

大人2人が快適に寝られるベッドスペースに早変わり。

2人だけでトレーラーを使用するのであれば、ソファーを

ベッド展開すればテーブルはそのままダイニングスペース

として使用できるのでとても便利。



LOUNGE - 820KG/1808LB

防災対策用としても使われているトレーラーで2019年から
プロライトのカタログモデルとして加わった。超軽量かつ
コンパクトサイズだが牽引免許は必要。シャワーとトレイを
完備しお洒落なつくりがセールスポイント

窓＆網戸 
コンパクトサイズながらも多くの窓を設置しているので、より
多くの自然の光を取り入れ、また景色を楽しむことが可能。
窓を開けてファン付きベンチレーションを使用すれば外の新鮮
な空気を車内に取り込めて涼しい。全ての窓とドアに網戸を装備

ソファーベッド
身長187cmの人でも足を伸ばして就寝可能。大人２名用
サイズで、小さなお子さんなら親子３人で寝ることができる。
ソファーの背もたれを手前に引くだけでベッドが展開。
ソファー下は車外からもアクセスできる収納スペースとなって
いる。

収納スペース
ソファー時は背もたれ後部にブランケットや寝袋などが
収納可能。他にもダイニングテーブルの椅子下、頭上、縦型棚
など、収納スペースが豊富に設けられている。



＜特徴＞ 
牽引免許必要
一般的にキャンピングトレーラーの色は白がベースとなっているが、LOUNGEは薄いグレーを採用しているのが特徴。プロライト社製の

トレーラーの外装は塗装ではない。つまり『FRPそのものの色』なので、長年使用しても塗装が剥げて汚くなることがないだけでなく、

アクリル製のボディーのように黄色っぽくならない。LOUNGEの車内レイアウトは理に適ってデザインされている。ソファーは大人３人が

余裕で座れるサイズで、背もたれを手前に引っ張るだけで２人用ベッドに早変わり。そしてダイニングテーブルはシングルベッドに展開可能。

２人で使用する場合、ダイニングテーブルはそのままでOKだから使い勝手が良い。コンパクトサイズのトレーラーだがフルキッチン装備で

シャワーとトイレを完備する。プロライトジャパンお勧めのモデル

ダイニング＆キッチン

調理時にお皿や食材を置いたりするのに便利なダイニングテーブル。

ソファー下にはUSB(2口）と12vコンセントが備わっている。

キッチンはお湯の出る シンク、大型冷蔵庫、2口コンロ、

電子レンジ（オプション）とフル装備。

シングルベッド

ダイニングテーブルをベッド展開すると身長187cmの人でも

脚を伸ばして就寝可能。マットは固すぎず柔らかすぎず、

遮光カーテンがしっかりと光を遮って安眠をサポートする。

室内のライトを全て点灯していても カーテンを閉めれば

外から中は何も見えない。

トイレ・シャワー

大人が真っ直ぐに立って使用できるシャワーと　

カセット式トイレを標準で装備。シャワールームは

換気扇つきだから湿気をすぐ外へ逃すことが可能。

シャワーやトイレーを使わないときは、洗濯物や

濡れたモノを一時的に置くスペースとして重宝する。



PLUS - 870KG/1918LB

牽引免許必要
スライドアウト部分の屋根に虫や落ち葉などが溜まるのを防ぐ

オーニングを標準装備。また全てのドアと窓に網戸付き。

さらにドアにはブラインドが備わっている。

Slide - Out System 
コンパクトサイズで軽量ボディーながらも横スライド機能に

より広々とした室内空間を持つ。室内灯、室外灯共に消費電力

が少なくて高輝度なLEDライトを採用。また電気とガスの両方

でお湯が沸かせ、ガスの場合は１５分で快適温度となる。

シャワートイレを標準装備。



＜特徴＞
牽引免許は必要とするものの、総実重量８７０kgと超軽量。コンパクトサイズながらもスライドアウト機能を
備えたトレーラーはとても稀少で、大きなセールスポイントとなっている。
内装はシンプルなデザインで、カーテンやソファーなどどんな色でもマッチする落ち着いた色合いが特徴。
ダイニングテーブルをベッド展開した状態でもサイドテーブルを引き出せばテーブルスペースも確保できる。
またスライドアウトした状態で台（別売）を設置することで大人2人分の就寝スペースが確保でき、
合計就寝人数は４名となる。カセット式トイレとシャワーが標準で備わる。

キッチンエリア

２口コンロと大型冷蔵庫、使いがってに優れるシンク、

調光式LEDライト、ファン付きベンチレーター（オプション)

でルーフトップエアコンに変更可能）を標準装備

＊写真のオーディオセットと電子レンジは別売＊

リビングスペース

ダイニングテーブルをベッド展開した時ソファー背面に収納

できるサイドテーブルを使用すればダイニングエリアに

早変 わり。又、台を設置すればさらに大人２名が余裕で

就寝可能なスペースとなりオールマイティーに使用できる。　　
　　　　　　　　　

ダイニングエリア

大人4人が余裕をもって座れるスペースを確保。大型の

フロント窓とサイド窓から射し込む自然の光で室内を

明るく、そして広く演出する。

ソファーの下に収納スペースあり。



MAX - 1460KG/3219LB 

必要と思われる装備を全て標準で備えるなどプロライト社が
もつ全ての技術とノウハウが投入された同ブランド最高峰の
トレーラー。大型サイズでも小回りがきくのは、取り回し性
など走行性能も綿密に計算して作られているから。
実用性の高さで大好評。

Freedom and Comfort
最大の特徴はボディーの左側と右側の重量差が比類なきレベル
で少ないこと。さらに抑えられた車高と丸みのあるボディーが
空気抵抗を抑制するので、非常に安定した走行性能を実現して
いる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　
体の不自由な方や年配の方、お子さん、ペットの乗り降りを
考慮してワンステップで車内に入れるのも大きなセールス
ポイントのひとつ。スライド機能を備えているので、室内は
想像以上に広くて快適。

Dual Trailer Axles 
日本へ導入されているプロライト 社製トレーラーの中で最も大型な
サイズ。２車軸、アルミホイール、トレーラー専用タイヤ、
個別ベッドルーム、ベッド下＆ダイニングテーブル 
ソファー下収納スペース  トイレ・シャワーなどを標準装備。
宿泊施設や事務所、休憩所などとして常設使用にも最適。



＜特徴＞ 
牽引免許必要
車軸を２本揃え、さらにトレーラーの外にタイヤが張り出すことにより、横風を受けても安定した走行を
実現。LPガスを２本搭載できるので長期滞在も安心。ルーフトップエアコンを標準装備する。

スライドアウト機能
走行時はコンパクトに、停泊中は広々としたリビングルームを確保する横スライドアウト機能を採用。
ここのソファースペースに大人1人が就寝可能。

個室ベッドルーム
トレーラー後部にクイーンサイズのベッドを常設。スライドアウトさせると、そこへの通路が出現する。
大人2人が余裕を持って就寝可能。ベッド下に収納スペースを確保している。

ダイニング&キッチン
ダイニングスペースは大人4人が快適に座れるスペース 。ソファー下は収納スペースとなっている。
テーブルは取り外しでき、屋外での使用も可能。ベッド展開すれば2人分の就寝スペースが広がる。
キッチンは使い勝手に優れるレイアウトを採用

抜群の安定性と優れたデザイン性

２軸を採用するが、それぞれのタイヤの軸中心から軸中心の

距離が１m未満なので１軸扱いとなるそのため高速料金は

他の車種と同額。

室外機一体型エアコン
エアコンを標準装備。室外機と一体式の ルーフトップモデルなので

外観のデザインを損ねないのが特徴。

ボディーは大型だが、風の抵抗などを考慮して車高は低めに抑えられている。

総重量は約１４００kgとこのサイズのトレーラーとしては 超軽量。

好燃費に貢献する。



PROLITE TRAILER SPECIFICATIONS 

50年変わらない断熱効果

カナダ製の断熱材を使用。

この断熱材は室内の温度を快適に保つだけでなくその

 効果は50年後も変わらない保証付き。

水や湿度に強いのでトレーラーのフレームを腐らせる

ことや、カビを寄せつけることはせず、室内を健康に保つ

効果もある。

さらに、トレーラー外壁のFRPと断熱材を挟む木造パネル

が加わることで断熱効果をより高め、マイナスの気温でも

トレーラーを痛めることなく世代に渡ってトレーラーを

長く愛用することができる。

ハイテクノロジーフロアー

冷気は下に溜まる性質があるためフロアーの作りは

トレーラーにとって非常に重要なポイントであるが、

2017年よりプロライト社の従来のフロアー概念を

さらに発展させてハイテクフロアーとしてアメリカから

この世にデビューした床材を使用。これにより断熱効果や

強度が増えただけでなく、湿度に強くカビを寄せ付けない為、

トレーラーを痛めることなくより快適に健康的に長く

使用することが可能となった。

地球に優しいトレーラー

自然を愛しているプロライト社だから、トレーラに

使用する資材はその資材を作る行程も含めてできだけ

自然を破壊することのない、しかも高品質の物を

選んでいる。

又、トレーラーの寿命を終えたときにも、できるだけ

自然にかえれる様に全ての工程において計算されて

作られている。



 PROLITE TEAM JAPAN

株式会社ケイワークス（代理店）

代表取締役

http://kworks-aurora.com

愛知県豊橋市

Caravan Works(キャラバンワークス：代理店）

代表取締役

http://caravanworks.net

群馬県渋川市

株式会社上嶋自動車（代理店）

代表取締役

http://www.kamishima.co.jp

北海道帯広市

MAROYA（マロヤ：提携店）

代表取締役

http://maroya.jp

群馬県前橋市

株式会社ギブイングツリー （代理店）

取締役会長

https://giviee.net

福岡県豊前市

Roulottes ProLite Inc.

President

http://roulottesprolite.ca

Quebec, Canada

Right Stuff Trade LLP

President

https://rightstufftrade.ca

British Columbia, Canada

Yasuhide KamishimaIsao Kuroda

Michinari Igusa Daisuke Mamiya

Mitsumasa Oie

Martin James Naomi Takahashi
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