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電⼦子書籍リーダーについて  

このセクションの内容  
  

• 電⼦子書籍リーダーの概要 

• 電⼦子書籍を防⽔水仕様にする 

• ⽔水周りでの使⽤用 

• 電⼦子書籍リーダーの充電⽅方法 

• 電源アダプターでの充電 

• 電源のオン・オフ 

• タッチスクリーンの操作⽅方法 

• 明るさの調節 

• ⽔水滴検知機能の使⽤用 

• PC  への接続  
 



電⼦子書籍リーダーの概要  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   電源スイッチ – 電源スイッチ
を押し、電源のオン･オフやス
リープモードの設定・解除を
⾏行行います。 

   microSD カードスロット – 



microSD カードを挿⼊入すると、

電⼦子書籍リーダーにより多く

の本を保存できます。 

 microUSB ポート – PC から

本を追加したり充電したりす

る場合は、付属の microUSB  

ケーブルで電⼦子書籍リーダー

を PC に接続します。 

 リセットホール – クリップな

どを差し込み、ボタンを押し

てリセットします。 

 
電⼦子書籍を防⽔水仕様にする  
 
Kobo  Aura  H2O は、⽔水深 1 メートルの真⽔水に沈沈めた状態で
最⼤大 30 分の使⽤用が可能とされる防⽔水性能を備えています。
ご使⽤用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
電⼦子書籍リーダーの下部には、microUSB  や  microSD スロ
ットを⽔水から保護するポートカバーが取り付けられていま
す。電⼦子書籍リーダーを防⽔水仕様にするためには、上図のよ
うにポートカバーをしっかり閉じてください。ポートカバー
がきちんと閉じられていない状態で、電⼦子書籍リーダーを⽔水
につけたり湿気の多い場所で使⽤用したりすると、故障の原因
となります。こうした原因による故障の場合、保証の対象外
となります。 
 



Kobo  Aura  H2O は IP67 規格に準拠しており、特定の条件
下の防⽔水試験によってその防⽔水性能が確認されています。電
⼦子書籍リーダーを⽔水、塵、砂から保護するために、以下の注
意事項を守ってご使⽤用ください。 

• プールや浴室など、⽔水中や湿気の多い場所では、ポート
カバーを閉じた状態のままお使いください。 

• 電⼦子書籍リーダーや⼿手がぬれたままの状態でポートカバ
ーを開けないでください。 

• 砂や塵が付着した状態でポートカバーを閉じないでく
ださい。 

• 電⼦子書籍リーダー本体を滝や波などの強い⽔水流流にあてな
いでください。 

• ⽔水周り、または湿気の多い場所で電⼦子書籍リーダーを充
電しないでください。  

• 電⼦子書籍リーダーは⽔水に浮きません。⽔水深 1  メート
ルを超える⽔水中には沈沈めないでください。 

• 電⼦子書籍リーダーを⽔水中に 30 分を超えて沈沈めないで
ないでください。 

• 電⼦子書籍リーダーからポートカバーを取り外さないで
ください。 



⽔水周りでの使⽤用  
 
快適に読書していただくために、電⼦子書籍リーダーの画⾯面や
操作する⼿手は乾いた状態にしておきます。画⾯面がぬれた場合
は、乾いた布で拭いてください。ぬれている場合や⽔水中にあ
る場合、画⾯面が正常に反応しないことがあります。 
 
次のような液体が電⼦子書籍リーダーにかかった場合は、速や
かに真⽔水で洗い流流し、乾かしてから使⽤用してください。こう
したお⼿手⼊入れにより、電⼦子書籍リーダーを⻑⾧長くお使いいただ
くことができます。 
 

• 塩⽔水 

• せっけん⽔水 

• 塩素を含んだプールの⽔水 
 
電⼦子書籍リーダーの充電⽅方法  
 
電⼦子書籍リーダーの充電には、付属の microUSB ケーブルで
の充電を推奨しています。 
 
microUSB ケーブルの交換が必要になった場合は、市販品を



お買い求めください。充電⽅方法は以下の通りです。 
 

1. microUSB ケーブルで電⼦子書籍リーダーを PC に接
続します。 

2. 電⼦子書籍リーダーの電源をオンにしている場合、表
⽰示画⾯面で［キャンセル］をタップします。 

 
電⼦子書籍リーダーを充電中も読書が可能です。 
 
バッテリー残量量は、画⾯面右上のバッテリーアイコンで確認で
きます。 
 
バッテリーアイコン 
 

•  バッテリーの残量量がありません 

•  バッテリーを充電中です 

•  バッテリーの残量量が減っています 

•  バッテリーの充電が完了了しました 
 
電源アダプターでの充電 
 
電⼦子書籍リーダーは、microUSB アダプター（5V、
500mA）を使って充電することもできます。 



 
メモ：海外でご利利⽤用の場合、渡航先の電圧にあった変圧器を
必ずご⽤用意ください。 
 
電源のオン・オフ  
 
電⼦子書籍リーダーをオフまたはスリープモードにすると、バ
ッテリー消費を節約できます。 
 
スリープモードの状態が解除すると、スリープする前と同じ
画⾯面を表⽰示します（読書中のページ、ストア、ライブラリな
ど）。 
 
電源をオフに設定すると、次に電源をオンにしたときにはホ
ーム画⾯面を表⽰示します。 
 

• 電源をオンにするには：電源ボタンをしばらく押し続
けます。電源ボタンのライトが点滅し、電⼦子書籍リー
ダーがオンになります。 

• スリープモードにするには：電源ボタンを押してすぐ
に指を放します。 

• スリープモードを解除するには：電源ボタンを押して



すぐに指を放します。 

• 電源をオフにするには：電源オフの画⾯面が表⽰示される
まで電源ボタンを押し続けます。 

 
タッチスクリーンの操作⽅方法  
 
電源がオンになっている場合は、画⾯面をタッチするだけで、
本を開く、ページをめくる、本を選択するなど、さまざまな
操作ができます。おもに、以下の操作を⾏行行います。 
 

• タップ：画⾯面を軽く指先でたたくだけで、本を開く、ペ
ージをめくる、メニューを選択するなどの操作を⾏行行えま
す。タップは最も頻繁に⾏行行う操作です。 

• スワイプ：スワイプでライブラリ内を検索索したり、画⾯面
の明るさを調節したり、本のページをめくったりしま
す。 

• ⻑⾧長押し：画⾯面をタッチしたまま数秒押し続けます。読書
中に⽂文中の語句句を⻑⾧長押しするとその語句句を選択できま
す。選択する語句句を指で押したまましばらく静⽌止しま
す。指を離離すと選択した語句句にラインが引かれ、語句句の
両端に［◎］が表⽰示されます。この［◎］を移動さ



せると選択範囲を変更更できます。 
 
メモ：PDF やコミック誌などでは⽂文字選択ができない場合が
あります。 
 
明るさの調節  
 
ライトの明るさは、ホーム画⾯面からでも読書中でも調節でき
ます。 
 

• ホーム画⾯面上部の明るさアイコン［ ］をタップ
し、スライダーを左右に移動します。 

• 読書中は、画⾯面の左端を上下にスワイプして明るさを調
節します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



⽔水滴検知機能の使⽤用  
 
⽔水滴検知機能は、画⾯面がぬれている時の意図しないページめ
くりを防ぎます。 
 
⽔水滴検知設定をオンにすると、電⼦子書籍リーダー上の⽔水滴を
感知し、画⾯面を拭くようメッセージが表⽰示されます。読書を
続けるには、画⾯面を拭いてメッセージを閉じてください。 
 
画⾯面がぬれていても、メッセージを表⽰示させない場合は、こ
の設定をオフにしてください。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. メニューアイコン［ ］をタップすると、クイック
設定パネルが表⽰示されます。 

3. ［設定］をタップします。 

4. ［読書設定］をタップします。 

5. ⽔水滴検知機能の設定⽅方法： 

• オフにするには、［⽔水滴の付着を⾃自動検知］のチ
ェックボックスのチェックを外します。 

• オンにするには、上記チェックボックスにチェッ
クをいれます。 



PC  への接続  
 
電⼦子書籍リーダーを PC に接続すると、無料料の楽天Koboデス
クトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）を使って端末
上の本の購⼊入や管理理をすることができます。 
 
デスクトップアプリなら 
 

• ⼤大量量の本をより速く電⼦子書籍リーダーに追加または削
除することができます。 

• 楽天Koboで購⼊入した本を読むことができます。 

• PC からも本を購⼊入できます。 

• 電⼦子書籍リーダーを同期できます。 
 
デスクトップアプリの詳細は以下を参照してください。 
 

• アプリのダウンロード：rakuten.kobosetup.com 

• ユーザーガイドのダウンロードとヘルプページ：
kobo.faq.rakuten.ne.jp 

 



Wi-‐‑‒Fi  接続  

このセクションの内容  
 

• 電⼦子書籍リーダーを  Wi-‐‑‒Fi  に接続  
• Wi-‐‑‒Fi  の接続状態を確認  
• Wi-‐‑‒Fi  をオフ  

 
電⼦子書籍リーダーを  Wi-‐‑‒Fi  に接続  
 
電⼦子書籍リーダーでインターネットに接続するには、Wi-‐‑‒Fi 
を利利⽤用します。Wi-‐‑‒Fi 接続すると、ストアでの書籍の購⼊入や
電⼦子書籍リーダーの同期、体験版ブラウザの使⽤用が可能で
す。接続可能な Wi-‐‑‒Fi ネットワークがあることをご確認くだ
さい。 
 

1. ［  同期］をタップすると、⾃自動で電⼦子書籍リーダ
ーが Wi-‐‑‒Fi をオンにします（しばらく時間がかかるこ
とがあります）。 

2. ワイヤレスネットワークの⼀一覧が表⽰示されたら、使⽤用し
たいネットワーク名をタップします。ロックアイコン
［ ］がネットワーク名の横に表⽰示される場合は、パ



スワードの⼊入⼒力力が必要です。 

3. パスワードの⼊入⼒力力画⾯面が表⽰示された場合は、キーボー
ドでパスワードを⼊入⼒力力し［接続］をタップします。
［パスワードを表⽰示］をタップすると⼊入⼒力力したパスワ
ードを確認できます。 

 
Wi-‐‑‒Fi  の接続状態を確認  
 
画⾯面上部の Wi-‐‑‒Fi アイコンで、接続状態を確認できます。 
 

• : Wi-‐‑‒Fi がオフです。 

• : おおむね良良好な接続状態です。 

• : 良良好な接続状態です。 
 
Wi-‐‑‒Fi アイコンを表⽰示するには端末の同期が必要な場合があ
ります。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. 同期タイル［  同期する］をタップします。Wi-‐‑‒Fi 
アイコンが画⾯面上部に表⽰示されます。 

 



Wi-‐‑‒Fi  のオフ  
 
電⼦子書籍リーダーをインターネットに接続せずに使⽤用するに
は、Wi-‐‑‒Fi  をオフにします。Wi-‐‑‒Fi  をオフにすると、バッテ
リーの消費量量を抑えられるだけでなく、⾶飛⾏行行機での使⽤用が可
能になります。5  分経っても動作がない場合、Wi-‐‑‒Fi  は⾃自動
的にオフになります。  
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. 画⾯面上部のメニューアイコン［ ］をタップすると
クイック設定パネルが表⽰示されます。 

3. ［Wi-‐‑‒Fi］をタップします。  
オンにすると［Wi-‐‑‒Fi: オン］と表⽰示されます。 

オフにすると［Wi-‐‑‒Fi: オフ］と表⽰示されます。 



電⼦子書籍リーダーの同期  

このセクションの内容  
 

• 同期とは 

• Wi-‐‑‒Fi で⾏行行う端末の同期 

• デスクトップアプリから⾏行行う端末の同期 
 
同期とは  
 
最新のソフトウェアアップデートの⼊入⼿手をはじめ、最近
購⼊入した本のライブラリへのダウンロードや他のデバイ
ス上でつけた本のしおりや書きこみの更更新を⾏行行うため
に、電⼦子書籍リーダーを定期的に同期することが⼤大切切で
す。楽天Kobo電⼦子書籍ストアで本を購⼊入した場合、電⼦子
書籍リーダーのライブラリにその本を表⽰示させるには同
期する必要があります。 
 
同期する⽅方法は 2  つあります。1  つは  Wi-‐‑‒Fi  を使った端
末上で⾏行行う同期、もう  1  つは端末を  PC  に接続してデス
クトップアプリから⾏行行う同期です。 
 



同期後、すべての本やプレビューの表紙がライブラリに
表⽰示されます。本によっては、本のタイトル横に［ダウ
ンロード］という⽂文字が表⽰示されるか、本の表紙にダウ
ンロードアイコン［ ］が表⽰示されます。表紙をタップ
して、電⼦子書籍リーダーに本をダウンロードします。 
 
Wi-‐‑‒Fi  で⾏行行う端末の同期  
 
電⼦子書籍リーダーの同期を始める前に、Wi-‐‑‒Fi がオンにな
っていることをご確認ください。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. 同期タイル［  同期する］をタップします。 

• 接続したことがある Wi-‐‑‒Fi ネットワーク圏内
では、端末が⾃自動的に Wi-‐‑‒Fi ネットワークに
接続し同期が開始されます。 

• 接続したことがある Wi-‐‑‒Fi ネットワークが利利
⽤用できない場合、新規に Wi-‐‑‒Fi  ネットワーク
を追加する処理理が開始されます。



デスクトップアプリで⾏行行う端末の同期  
 
デスクトップアプリがインストールされた PC に、電⼦子書
籍リーダーを接続して同期することもできます。この無
料料のデスクトップアプリを使うと、電⼦子書籍リーダーへ
の本の追加や本の管理理ができるようになります。同期す
る際には、PC をインターネットに接続してください。 
 
アプリのダウンロード：rakuten.kobosetup.com 
 

1. 電⼦子書籍リーダーを、付属の USB ケーブルで PC  
に接続します。 

2. PC でデスクトップアプリを起動します。 

3. アカウントにログインしていない場合は、画⾯面上
部のアカウントアイコン［ ］をクリックしてロ
グインしてください。 

4. 同期アイコン［ ］をクリックします。新たに購
⼊入した本がライブラリにダウンロードされ、他の
デバイスで追加した本のしおりや書き込みが反映
されます。 

5. 画⾯面上部の取り出しボタン［ ］をクリックし
て電⼦子書籍リーダーを PC から取り外します。 



ライブラリの活⽤用  

このセクションの内容  
 

• ホーム画⾯面の操作 

• ライブラリの操作 

• 本の検索索 
 
ホーム画⾯面の操作  
 
セットアップ完了了後、電⼦子書籍リーダーの電源をオンにする
とホーム画⾯面が表⽰示されます。このホーム画⾯面から最近読ん
だ本を確認したり、ストアを利利⽤用したりできます。 
 
画⾯面上部のホームアイコン［ ］をタップするとホーム画
⾯面に移動できます。読書中にホームアイコンを表⽰示するに
は、画⾯面の中央をタップします。 
 
ホーム画⾯面は、タイル形式でメニューを表⽰示しています。タ
イルをタップして操作してください。 
 



タイルの種類 
 

• 読書中の本 

• 最近読んだ本、または購⼊入した本 

• おすすめの本 

• 同期（購⼊入した本をライブラリに追加、電⼦子書籍リー
ダーの更更新ができます。）  

 
ホーム画⾯面上部にある検索索ボックスにキーワードを⼊入⼒力力し
て、ライブラリやストアの本を検索索できます。 
 
ホーム画⾯面下部には、［ライブラリ］、［ストア］、［その
他］（読書データ、辞書など）のメニューが表⽰示されていま
す。 
 
ライブラリの操作  
 
本の選択や管理理はライブラリから⾏行行います。 
 
ライブラリにある購⼊入した本や無料料のプレビュー、コレクシ
ョンにアクセスするには： 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 



2. ［ライブラリ］をタップします。 

3. ライブラリメニューを選択します。 

• ［本］ — ライブラリ内のすべての本や PDF  フ
ァイル、その他ドキュメントを表⽰示します。 

• ［プレビュー］ — ライブラリに追加したプレビ
ューコンテンツを表⽰示します。 

• ［コレクション］ — コンテンツを⾃自由に整理理で
きます。例例えば、料料理理本に関するコレクションを
作成し、料料理理関連の本のみをコレクションに集め
ることができます。 

 
本の検索索  
 
読みたい本が具体的にわかっている場合は、ライブラリまた 

はストアから本を検索索できます。 
 
書名、著者名、またはキーワードを⼊入⼒力力して検索索します。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. 画⾯面上部の検索索ボックスをタップします。 

3. 検索索先を選択します： 

• ストアを検索索するには［ストア］をタップします



（Wi-‐‑‒Fi 接続が必要です）。 

• ライブラリを検索索するには［ライブラリ］をタッ
プします。 

4. キーボードで、書名、著者名、またはキーワードを⼊入  
⼒力力すると検索索結果が表⽰示されます。 

5. 検索索候補をタップして結果を表⽰示、または［実⾏行行］を
タップしてすべての検索索結果を表⽰示できます。  
 



Kobo  クラウドを使うには  

このセクションの内容  
 

• Kobo  クラウドについて 

• Kobo  クラウドから本をダウンロード  
• すべての本をダウンロード 

• 本を端末から削除する 

• ダウンロード済みの本を⼀一括削除する 
 
Kobo  クラウドについて  
 
Kobo クラウドは、楽天 Kobo で購⼊入したすべての本を保
存する容量量無制限のオンラインストレージです。読みた
い本だけを電⼦子書籍リーダーにダウンロードしてくださ
い。ダウンロードしていない本は、電⼦子書籍リーダーの
メモリーを使⽤用しません。読み終えた本は、空き容量量を
増やすために電⼦子書籍リーダーから削除することもでき
ます。Wi-‐‑‒Fi  接続できる環境でさえあれば、いつでも
Kobo  クラウドから本を再ダウンロードできます。  



Kobo  クラウドから本をダウンロード  
 
Kobo  クラウドに保存されている本を読むには、まず電⼦子
書籍リーダーにダウンロードします。ダウンロードする
際には、端末が  Wi-‐‑‒Fi  ネットワークに接続されているこ
とをご確認ください。  
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. ［ライブラリ］をタップします。 

3. ［本］をタップします。ダウンロードされていな
い本の書名の横には［ダウンロード］と表⽰示され
るか、または本の表紙にダウンロードアイコン
［ ］が表⽰示されます。 

4. 表紙をタップすると、電⼦子書籍リーダーへのダウ
ンロードを開始します。 

5. 本の表紙または書名をタップして開きます。 
 
本を数冊選択した場合、選択した順にダウンロード待機
に追加されます。ダウンロード済みの本は、Wi-‐‑‒Fi に接続
していなくても読むことができます。 
 



すべての本をダウンロード  
 
ライブラリにある本をすべて電⼦子書籍リーダーにダウン
ロードするには： 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. ［ライブラリ］をタップします。 

3. ［本］をタップします。 

4. グレーバーのメニューアイコン［ ］をタップし
ます。 

5. ［すべてダウンロード］をタップします。このと
き、Wi-‐‑‒Fi に接続されていることをご確認くださ
い。 

6. すべての本がダウンロード待機に追加され、1  冊
ずつダウンロードされます。ダウンロード待機中
の場合、本の横に［待機中］と表⽰示されます。 

 
本を端末から削除する  
 
読み終えた本を端末から削除すると、電⼦子書籍リーダー
の空き容量量を増やすことができます。本はいつでも Kobo 

クラウドから再度度ダウンロードできます。不不要になり、



どのデバイス上からも表⽰示させたくない場合、本を完全
に削除することもできます。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 
2. ［ライブラリ］をタップします。 

3. ［本］をタップします。 

4. 端末から削除したい本の表紙または書名を⻑⾧長押し
すると、メニューが表⽰示されます。 

5. ［削除］をタップすると、確認ダイアログが表⽰示さ
れます。 

6. 削除のオプションを選択します： 

• ［端末から削除］：Kobo クラウドから再ダ
ウンロードできます（このオプションが⾃自動
で選択されています）。 

• ［完全に削除］：ご利利⽤用のすべてのデバイスだ
けでなく、アカウントからも本が削除されま
す。 

7. ［削除］をタップします。  

 

 

 



ダウンロード済みの本を⼀一括削除する  
 
ダウンロード済みの本を削除することによって、ストレ
ージの空き容量量を増やすことができます。電⼦子書籍リー
ダーから削除した本は、Kobo クラウドに保存されます。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. ［ライブラリ］をタップします。 

3. ［本］をタップします。  

4. グレーバーのメニューアイコン［ ］をタップし
ます。 

5. ［ライブラリ設定］をタップします。 

6. ［ダウンロード済みの本］の横の［すべて削除］
をタップします。 

7. ［削除］をタップします。 



電⼦子書籍リーダーでの読書  

このセクションの内容  
 

• ページや章の移動 

• フォントの種類やサイズの変更更 

• 本を読了了に設定 

• しおりをつける 

• しおりをつけたページを表⽰示 

• ⽂文字をハイライト 

• 読書中のハイライトの表⽰示 

• ハイライトの削除 

• コメントの追加 

• 読書中にコメントを表⽰示 

• コメントの削除 

• 辞書の利利⽤用 

• 辞書の追加・削除 
 
ページや章の移動  
 
タップの操作だけで、本の章やページ間をすばやく移動でき
ます。 



ホーム画⾯面やライブラリから本を開くには、本の表紙または
書名をタップします。 
 
ページをめくるにはページの端をタップするか、スワイプし
ます。 
 
⼀一度度に複数ページを移動するには： 
 

1. ページの中央をタップし読書メニューを表⽰示します。 

2. ナビゲーションアイコン［ ］をタップします。 

• 本のページを続けてめくるには、ナビゲーションバ
ーの［◎］に触れたまま左右にスライドすると、
ページを移動します。 

• 右へ 1  ページ移動するには、［ ］アイコンを
タップします。 

• 左へ 1 ページ移動するには、［ ］アイコンを
タップします。 

• 章を移動するには、ジャンプアイコン［ ］、
［ ］をタップします。 

• ⽬目次から章へ移動するには［⽬目次］をタップし、
移動先の章をタップします。 

• スナップバックアイコン［ ］をタップする



と、元のページに戻ります。 

3. ナビゲーションバーを閉じるには、画⾯面をタップしま
す。 

 

フォントの種類やサイズの変更更  
 
電⼦子書籍リーダーで読むほとんどの本で、⽂文字の⼤大きさを変
更更できます。読書中の⽬目への負担を軽減するために、フォン
トサイズのほか、フォントの種類や⾏行行間、⾏行行揃えを調節でき
ます（⽇日本語書籍では⼀一部⾮非対応）。 
 

1. 読書中にページの中央をタップし、読書メニューを表
⽰示します。 

2. フォントアイコン［ ］をタップします。 

3. フォントの設定： 

• ［フォント］の横にあるドロップダウンメニューを
タップしてフォントを選択します。 

• ［⽂文字の⼤大きさ］の横にあるスライダーを使って
フォントサイズを変更更します。 

• ［⾏行行間］の横にあるスライダーを使って⾏行行間を調
節します（⽇日本語書籍では⾮非対応）。 



• ［余⽩白］の横にあるスライダーを使って余⽩白を調
節します（⽇日本語書籍では⾮非対応）。 

• 任意の［⽂文字揃え］をタップします（⽇日本語書籍
では⾮非対応）。 

 
メモ： 

• フォントやサイズを変更更すると、その設定は保存さ
れ、他の本にも適⽤用されます。 

• PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更更できませ
ん。 

 
本を読了了に設定  
 
読み終わった本は読了了に設定すると、次に開いた時最初のペ
ージを表⽰示します。 
 
本を読了了に設定しても、しおりや書きこみ、ハイライトはそ
のまま残ります。 
 

1. ライブラリで、読了了に設定したい本を選びます。 

2. 本の表紙を⻑⾧長押し、メニューを表⽰示します。 

3. ［読了了に設定］を選択します。 
 



しおりをつける（ページの端を折る）  
 
気になる語句句を⾒見見つけたページや後でもう⼀一度度読みたいペー 

ジにしおりをつけることができます。 
 

• 読書中にページの右上をタップします。ページの端
が折れ曲がります。 

 
しおりをつけたページの表⽰示  
 
しおりをつけたページは、読書メニューから簡単に表⽰示でき
ます。 
 

1. 読書中にページの中央をタップし読書メニューを表⽰示
します。 

2. ページ下部のメニューアイコン［ ］をタップしま
す。 

3. ［書きこみ］をタップします。 

4. 表⽰示したいしおりをタップします。 
 



⽂文字をハイライト  
 
紙の本に蛍光ペンでマーキングするように、電⼦子書籍でも⽂文
字をハイライトできます（⼀一部の電⼦子書籍を除く）。 
 
メモ：  PDF  では⽂文字をハイライトできません。  
 

1. 本の中の語句句を⻑⾧長押しし、軽く押しながら指を滑滑らせ
てハイライトしたい範囲を選択します。 

2. 画⾯面から指を離離すと、選択した範囲にアンダーライン
が引かれます。 

選択範囲の両端にサークルアイコン［◎］が表⽰示さ
れます。 

3. 両端のサークルをそれぞれ移動すると選択範囲を変更更
できます。 

4. ［ハイライト］をタップします。 
 
読書中のハイライトの表⽰示  
 
読書中に、ハイライトの⼀一覧を表⽰示することができます。 
 

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表⽰示します。 



2. ページ下部のメニューアイコン［ ］をタップしま
す。 

3. ［書きこみ］をタップします。しおりやハイライト、
コメントの⼀一覧が表⽰示されます。 

4. 任意のハイライトをタップするとハイライトした箇所の
テキスト全体が表⽰示されます。 

 
ハイライトの削除  
 
読書中に、作成したハイライトを削除できます。 
 

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表⽰示します。 

2. ページ下部のメニューアイコン［ ］をタップしま
す。 

3. ［書きこみ］をタップします。しおりやハイライト、
コメントの⼀一覧が表⽰示されます。 

4. 削除したいハイライトを⻑⾧長押しして、メニューを表⽰示
します。 

5. ［ハイライトを削除］をタップします。 
 



コメントの追加  
 
読書中、⾃自分のコメントを追加できます。興味深い内容にコ
メントを残したいときに便便利利な機能です。 
 

1. 本の中の語句句を⻑⾧長押しし、軽く押しながら指を滑滑らせ
てコメントを追加したい語句句を選択します。 

2. 画⾯面から指を離離すと、選択した語句句にアンダーライン
が引かれます。両端に［◎］が表⽰示されます。 

3. 両端の［◎］を移動させると、選択範囲を変更更でき
ます。 

4. ハイライトアイコン［ ］をタップします。 

5. ［コメントの追加］をタップします。 

6. キーボードでコメントを⼊入⼒力力して、［保存］をタップ
します。 

 
読書中にコメントを表⽰示  
 
追加したコメントは、読書中いつでも表⽰示できます。 
 

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表⽰示します。 

2. ページ下部のメニューアイコン［ ］をタップしま



す。 

3. ［書きこみ］をタップします。しおりやハイライト、
コメントの⼀一覧が表⽰示されます。 

4. 表⽰示したいコメントをタップします。 
 
コメントの削除  
 
不不要になったコメントは、読書中に削除できます。 
 

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表⽰示します。 

2. ページ下部のメニューアイコン［ ］をタップしま
す。  

3. ［書きこみ］をタップすると、しおりやハイライト、
コメントの⼀一覧が表⽰示されます。 

4. 削除したいコメントを⻑⾧長押しして、メニューを表⽰示し
ます。 

5. ［書きこみを削除］をタップすると、確認ダイアログが
表⽰示されます。 

6. ［削除する］をタップします。 
 
 



辞書の利利⽤用  
 
読書中に知らない単語が出てきたら、電⼦子書籍リーダーにイ
ンストールされている辞書を使って意味を調べることができ
ます。 
 

1. ⽂文中の調べたい単語を⻑⾧長押しして選択します。 

2. 指をページから離離すと、単語の意味がダイアログボッ
クスに表⽰示されます。 

ダイアログボックス右下のドロップダウンアイコン
［ ］をタップして、参照する辞書を切切り替えるこ
ともできます。 

 
メモ：公共図書館から借りた本やインターネットで⾒見見つけた
無料料の電⼦子書籍などの場合、辞書を使⽤用できないことがあり
ます。また、この機能は  PDF  では使⽤用できません。 
 
辞書の追加・削除  
 
電⼦子書籍リーダーにインストールされている辞書を削除して
空き容量量を増やしたり、他⾔言語の辞書を追加したりできま
す。 



 
1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. 画⾯面上部のメニューアイコン［ ］をタップする
と、クイック設定パネルが表⽰示されます。 

3. ［設定］をタップします。 

4. ［⾔言語］をタップします。 

5. ［辞書］の［編集］をタップします。 

6. 辞書を追加または削除します。 

• 追加したい辞書の横にあるプラスアイコン［ ］
をタップすると追加されます。 

• 辞書を削除するにはチェックマークアイコン
［ ］をタップします。 

7. ［保存］をタップします。 
 



本の追加  

このセクションの内容 
 

• ストアの検索索  
• 本の購⼊入  
• 気になる本の追加  
• 気になる本を表⽰示  
• Adobe  Digital  Editions  (ADE)の使⽤用  
• ADE  のインストール  
• Adobe  ID  の作成  
• ADE でデバイスを認証  
• 保護された書籍の追加  

 
ストアの検索索  
 
電⼦子書籍リーダーでは、さまざまな⽅方法で本を検索索して購⼊入
することができます。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. ［ストア］をタップし、ストアメニューを表⽰示しま
す。 



3. 任意のメニューをタップします： 

• ［ストアトップ］：楽天Koboの最新作を確認で
きます。ストアトップの検索索ボックスを使って、
書名、著者名、キーワードで検索索ができます。 

• ［関連書籍］：読書中の本やストアで検索索した本
に関連した本です。 

• ［おすすめ］：これまでに購⼊入した書籍や読書履履
歴にもとづいて楽天Koboがおすすめする本で
す。 

• ［ジャンル］：本を検索索しやすくするために分類
されたジャンルの⼀一覧です。興味のあるものを選
択してください。 

• ［特集］：テーマごとにまとめられた本です。 

• ［気になる本］：後で読みたい本を保存します。 
 
本の購⼊入  
 
電⼦子書籍リーダー上で電⼦子書籍を購⼊入することができます。
接続可能な Wi-‐‑‒Fi  ネットワークとクレジットカードをご⽤用意
ください。 

 



端末上で、楽天Koboストアの本を検索索することができます。
ノンフィクション、SF・ファンタジーなどのジャンルやベス
トセラーでの絞り込みが可能です。購⼊入したい本が⾒見見つかっ
たら、端末上でクレジットカード、楽天スーパーポイント、
クーポンコードを利利⽤用して購⼊入いただけます。購⼊入が完了了す
ると、本がホーム画⾯面に表⽰示されます。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. ［ストア］をタップする。 

3. 任意のジャンルをタップします。 

4. 購⼊入したい本を選択します。 

5. 選択した本の横にある［購⼊入］をタップします。 

6. 以前に楽天Koboでお買い物をした際に⽀支払い情報を
登録してある⽅方は、ステップ 9  に進んでください。 

7. キーボードで請求先住所とクレジットカード情報を⼊入
⼒力力します。 

メモ：お住まいの場所に合わせて税⾦金金を計算するた
め、住所はクレジットカード登録住所を⼊入⼒力力してくだ
さい。楽天スーパーポイントでお⽀支払いの場合も住所
の⼊入⼒力力が必要です。 

8. ［完了了］をタップして次へ進みます。 



9. ご注⽂文内容を確認します。 

10. 楽天スーパーポイントやクーポンコードを利利⽤用したい場
合は［楽天スーパーポイントを使う］または［クーポン
コードを使う］をタップして、必要事項を記⼊入してくだ
さい。 

メモ：クーポンコードを適⽤用できない書籍の場合、
［クーポンコードを使う］オプションは表⽰示されませ
ん。 

11.  ［購⼊入する］をタップします。 

12. 続けて本を購⼊入する場合は、［お買い物を続ける］を
タップします。買い物を終了了する場合は、ホーム画⾯面
に戻ります。 
メモ：購⼊入した本がホーム画⾯面に表⽰示されない場合
は、同期タイル［  同期する］をタップします。 

 
気になる本の追加  
 
気になる本には、今後購⼊入したい本を追加できます。 
 

1. ストアでお買い物中に、気になる本に追加したい本
の横にあるドロップダウンアイコン［ ］をタッ



プします。 

2. ［気になる本に追加］をタップします。 
 
気になる本を表⽰示  
 
気になる本に追加した本は、端末で表⽰示できます。 
 

1. ホーム画⾯面を表⽰示します。 

2. ［ストア］をタップします。 

3. ［気になる本］をタップします。 
 
気になる本に追加した本の⼀一覧が表⽰示されます。本をタップ
し、画⾯面の指⽰示にしたがって購⼊入します。 
 
Adobe  Digital  Editions（ADE）の使⽤用  
 
フリーソフトの  Adobe  Digital  Editions（以下、ADE）を使
⽤用すれば、公⽴立立図書館や楽天 Kobo ストア以外から⼊入⼿手した
電⼦子書籍、デジタル著作権保護（DRM）で保護された電⼦子書
籍を楽天 Kobo 電⼦子書籍リーダーに追加できます。  
 
DRM  は著者や出版社の権利利を保護するため、電⼦子書籍の不不正
な複製や再利利⽤用を防⽌止します。DRM  で保護された本をダウン



ロードすると、.acsm  形式のライセンスを含んだファイルを
取得します。ADE  を使って、DRM  で保護されたコンテンツ
を電⼦子書籍リーダーに追加します。  
 
ADE  を使うには  
 

• ADE をインストールする 

• Adobe  ID を取得する 

• ADE で PC を認証する 
 
メモ: 楽天Kobo電⼦子書籍リーダーまたは楽天Koboアプリ
上で⼊入⼿手した書籍の場合、⼤大半は⾃自動的に追加されるため 

ADE  は不不要です。 

 
ADE  のインストール  
 
DRMで保護されたコンテンツを電⼦子書籍リーダーに転送するに
は、PC（Windows/Mac）に ADE  をインストールしてくださ
い。  
 

1. http://www.adobe.com/jp/ から ADE をダウンロー
ドします。 

2. PC で ADE インストールファイルを検索索します。 



3. ADE インストールファイルを開きます。 

4. 画⾯面の⼿手順に従って ADE をインストールします。 
 
Adobe  ID  の作成  
 
ADE  を  PC  にインストール後、Adobe  ID  を作成してくださ
い。  
 

1.   http://www.adobe.com/jp/ にアクセスします。 

2. ［サインイン］をクリックします。 

3. ［Adobe  ID を作成］をクリックします。 

4.   必要事項を記⼊入します。 

5. ［ADOBE  ID を取得］をクリックします。 
 
ADE でデバイスを認証  
 
ADE のインストールおよび Adobe  ID  の作成が終わったら、
PC  と電⼦子書籍リーダーを  ADE  で認証してください。この操作
は最初の  1  回のみ必要です。  
 

1. Windows または Mac で ADE を起動します。 

2. ヘルプメニューの［コンピューターを認証］をクリック



すると、［コンピューターを認証］ウィンドウが表⽰示さ
れます。 

3.   Adobe  ID とパスワードを⼊入⼒力力します。 

4. ［認証］をクリックします。 

5. Adobe  により PC が認証されたら、［OK］をクリッ
クします。 

6. PC に電⼦子書籍リーダーを接続して、［接続］をタップし
ます。 

7.   ADE で、画⾯面左側にある［デバイス］セクションの
［KOBOeReader］を右クリックします。 

8. ［デバイスを認証］をクリックします。 

9.   認証したい ID を選択します。 

10.［デバイスを認証］をクリックします。 
11.［OK］をクリックして処理理を完了了します。 

 
DRMで保護された書籍の追加  
 
  DRM  で保護された本をダウンロードすると、.acsm 形式のラ
イセンスが含まれたファイルを取得します。本を⼊入⼿手するに
は、ADE で同ファイルを開いてください。ADE によるライセン
ス認証が完了了すると、EPUB または PDF 形式の電⼦子書籍がダウ



ンロードされます。 
 

1. 電⼦子書籍リーダーをオンにします。 

2. microUSB ケーブルを使って電⼦子書籍リーダーを PC 

に接続します。 

3. 電⼦子書籍リーダーで［接続］をタップします。 

4.   PC で次の操作を実⾏行行します： 

a. 電⼦子書籍が保存されているフォルダを探します。 

b. .acsm ファイルをダブルクリックすると、ADE で本
が表⽰示されます。 

c. 画⾯面上部にある［ライブラリ］をクリックします。 

d. ［ブックシェルフ］セクションで［すべてのアイテ
ム］をクリックします。 

e. 新しい本を選択し、画⾯面左側の［デバイス］セク
ションの［KOBOeReader］にドラッグします。 

5. PC から電⼦子書籍リーダーを取り外し、電⼦子書籍リー
ダーから microUSB ケーブルを抜きます。ライブラリ
に本が表⽰示されます。 



ヘルプ  
 
このセクションの内容 
 

• ヘルプ 

• 安全性、規制および保証について 
 
ヘルプ  
 
オンラインヘルプ kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。 
 
安全性、規制および保証について  
 
電⼦子書籍リーダーの安全性、規制および保証に関する詳しい
注意事項は、kobo.faq.rakuten.ne.jp をご覧ください。 
 
メモ： 電⼦子書籍リーダーのモデルによって適合宣⾔言書が異異なる
場合があります。モデル番号の確認⽅方法等の情報は、上記のサ
イトにまとめられています。 


