
DE-NEST-5000シリーズ
DE-NEST-8000シリーズ
DE-NEST-12000シリーズ

取扱説明書

各部の名称

■ 電池残量の確認

■ 電源のON/OFF
電源ボタンを長押し（1.5秒以上）すると電源のON／OFFができます。

電源ボタンを短押し（1秒以下）すると、電池残量 LEDが残量に応じて点灯します。

■ ギアモード
NESTOUT専用ギアを使用する際に使うモードです。
LEDの明るさが小さい時に長時間連続使用（約12時間）することができます。
ギアモードへの切り替えは、電源ボタンをすばやく2回押し（ダブルクリック）してください。

80％以上 80%未満 60%未満 40%未満 20%未満

防水・防塵機能の注意
•バッテリーが濡れている、汚れてい
る状態でキャップを開けないでくだ
さい。ポート部分に水分や異物が入
ると故障する恐れがあります。キャッ
プを開ける際は、水気と汚れを拭き
取ってから開けてください。
•キャップはスキマがなく止まる部分
まで回して締めてください。
　※キャップを閉めるときに少しかた
い場合がありますが異常ではあり
ません。

•ネジ栓部のパッキンに破損や変形などの異常がある場合
は、防水・防塵性能が正しく機能しない可能性があるため
ご注意ください。

耐衝撃構造の注意
•耐衝撃構造は万が一の落下等の際に、内部のリチウムイ
オン電池を衝撃から守るように設計されています。
本製品にわざと衝撃や圧力をかけるのは危険ですのでや
めてください。

※AC充電器はUSB Power Delivery 18W以上を推
奨します。PCでは充電に時間がかかる場合や、充電
が出来ない場合があります。
※充電後はケーブルを必ず外してください。ケーブルを
挿したままだと、コネクタ部の破損等の恐れがありま
す。
※充電中は本製品の LEDランプが残量に応じて点滅し
ます。
※LEDランプが全点灯か、消灯になったら満充電状態
です。
※AC充電器は付属しておりません。付属ケーブルを使
用する場合、USB-Aポート搭載のAC充電器をご用
意ください。
※USB-A － USB Type-Cケーブル以外のケーブルは付
属していません。

① 充電ケーブルを本製品のUSB Type-Cポートに接
続します。

② 本製品に接続した充電ケーブルのもう片方の端子を
AC充電器に接続します。

本製品の充電方法
③ AC充電器を家庭用コンセントへ挿し込むと、充電
を開始します。

DE-NEST-12000の例

DE-NEST-5000

DE-NEST-12000

DE-NEST-8000

※充電するときやNESTOUT 専用ギアを
使用するときに、USBポートに接続する
と自動的に電源がONになります。
※何も接続していない状態で、約２時間放
置すると自動的に電源がOFFになりま
す。

※ギアモードにすることで小さい明るさでの使用時や何
も接続していない状態での自動OFFが約12時間ま
で延長されます。

ON状態
↓

電源 LED点灯

OFF状態
↓

電源 LED消灯

①USB Type-Cポート（入出力）

②USB-Aポート（出力）
③キャップ
④電源ボタン

⑤LEDインジケーター

⑥三脚穴（底面）
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※DE-NEST-8000/DE-NEST-12000 は、
PowerDelivery に対応しています。 

印字のマークが電源ボタンを押す回数を示し
ています。
ON/OFF･･長押し
GEAR ･････素早く 2回押し（ダブルクリック）

ギアモードになります。
CHECK････1回押し

電池残量 LEDが点灯します。

ギアモードON状態
↓

電源 LED点滅



※本製品に機器を接続するときは、必ずその機器の
注意事項にしたがってください。
※充電中にスマートフォン等の電源が入っていたり、
使用している場合は、記載の容量まで充電できない
場合があります。
※電源ONの状態で放置すると、バッテリーの残量が減ります。使用しない場合は電源をOFFにし、ケーブルを外して
ください。

※DE-NEST-5000は Power Delivery 非対応です。
※USB Power Delivery はスマートフォンなどへの充電、本製品への充電時に使用できます。
※USB Power Delivery 対応機種のみ使用できます。
※電源ランプが点灯した状態でUSB Type-Cポートからスマホなどに充電した場合、通常の出力（５V)で充電することが
できます。

① 本製品に充電ケーブルを接続します。

① 電源ランプが消えた状態で本製品のUSB Type-Cポートに充電ケーブルを接続してください。

① 本製品から接続機器への充電を
開始します。

③ 本製品が満充電になり次第、①②
を繰り返し行い、接続機器と本製
品が満充電になったとき、充電が
停止します。

② 接続機器への充電が完了するか、
本製品の電池残量が0%になると
自動的に本製品への充電を開始し
ます。

② 本製品に接続した充電ケーブルの、もう片
方の端子をスマートフォン等に接続します。
自動で充電が開始しない場合は電源ボタン
を長押し(約1.5秒以上 )し、電源を入れ
直すことで充電が開始します。

スマートフォン・タブレットなどへの充電方法

③ 安全のため、充電完了後は図の②→①の順で
充電ケーブルを外してください。

DE-NEST-12000の例

■USB Power Deliveryモードで使用する場合

■Bluetoothイヤホンなどを充電する場合

■まとめて充電をする場合■基本的な充電方法

DE-NEST-12000の例

Bluetoothイヤホン・ヘッドセットなど小型電子機器をUSB-AポートまたはUSB Type-Cポートに接続することで充電がで
きます。
※約 2時間後自動的に本製品の電源がOFFになります。
※機器によっては自動的に本製品の電源がOFFにならない場合があります。

図のように接続すると充電したい機器と本製品を充電することができます。

※ケーブルは接続機器に合ったものをご用意ください。

保管とお手入れについて

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。
リチウムイオン電池はリサイクルすることができる
大切な資源ですので、リサイクルにご協力お願いい
たします。本製品を廃棄する時は、お住いの市区町
村の指導に従ってください。

■リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い

•電池の取り外しはお客様では行わないでください。
•本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃
棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊さ
れてショートし、発火、発熱の原因になります。

●保管する前にフル充電して、3か月に１回充電してくださ
い。
●乾燥した、涼しい、換気のよい場所で、保管してください。
水、可燃性ガス、腐食性物質、金属粉塵、塩などから離して
保管してください。

ユーザーサポートについて

日本以外でご購入されたお客様は、購入国の販売店舗へお問い合わせ
ください。エレコム株式会社は、日本以外の国でのご購入・ご使用に
よる問い合わせ・サポート対応は致しかねます。また、日本語以外の
言語でのサポートは致しかねます。商品交換は保証規定に沿って対応
致しますが、日本以外からの商品交換は対応致しかねます。
A customer who purchases outside Japan should contact the local 
retailer in the country of purchase for enquiries. In “ELECOM CO., LTD. 
(Japan)”, no customer support is available for enquiries about purchases 
or usage in/from any countries other than Japan. Also, no foreign 
language other than Japanese is available. Replacements will be made 
under stipulation of the Elecom warranty, but are not available from 
outside of Japan.

モバイルバッテリーで
お困りの方はこちら。

https://www.elecom.co.jp/rd/
elesup/020.html

NESTOUT アウトドアバッテリー
DE-NEST-5000/DE-NEST-8000/DE-NEST-12000
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•本書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
•本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁
止させていただきます。
•本書の内容に関するご意見、ご質問がございましたら、エレコ
ム総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
•本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更
する場合があります。
•本製品を使用したことによる他の機器の故障や不具合等につき
ましては、責任を負いかねますのでご了承ください。
•本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあ
たっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。
•その他本書に記載されている会社名・製品名等は、一般に各社
の商標または登録商標です。
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・USB Type-Cコネクタ
・USB-Aコネクタ

・USB Type-Cコネクタ
・Micro-Bコネクタ
・Lightningコネクタ

USB Type-C
ポート

USB-Aポート

②

①②

商品に関するお問い合わせは
受付時間／ 10:00 ～ 19:00

詳しくはWEBサイトへ！
QRまたはURLよりアクセス

専用ギアで使い道が広がる
ネストアウトシリーズ

https://www.elecom.co.jp/
r/s331

電源がなくても充電ができるソーラーチャー
ジャーなど今後もアウトドアをより充実させ
るアイテムを展開していきます。

ソーラーチャージャー LEDライト

アウトドアバッテリーシリーズ


