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電⼦書籍リーダーの基本情報 

電源のオン・オフ 

電源ボタンは電⼦書籍リーダー下部にあります。 

読書していないときには電源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。  
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スリープモードにした場合には、解除するとスリープ前の画

⾯（読書中のページ、ストア、ライブラリ画⾯など）が表⽰

されます。⼀⽅、電源をオフにした場合には、オンにすると

ホーム画⾯が表⽰されます。 

注 スリープモードでも、ライブラリの同期が中断したり、

Wi-Fi 接続が切断されることがあります。 

電源をオンにするには 

• 電⼦書籍リーダーがオンになるまで電源ボタンを押し

続けます。 

電源をオフにするには 

• ［電源オフ］と画⾯に表⽰されるまで電源ボタンを押し

続けます。  
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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。 
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電⼦書籍リーダーの充電⽅法 

電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。 

充電⽅法は以下の通りです。 

1. PC の電源をオンにします。 

2. microUSB ケーブルで電⼦書籍リーダーを PC に接続

します。 
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電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

量は、画⾯右上のバッテリーアイコンで確認できます。 

電⼦書籍リーダーは、microUSB アダプター（5V、1A）を

使って充電することもできます。 

メモ: 海外でご利⽤の場合、必ず渡航先の電圧にあった変圧

器をご⽤意ください。 

 

バッテリーアイコン アイコンの説明 

 充電切れ 

 充電中 

 ⼀部充電 

 充電完了 
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タッチスクリーンの操作⽅法 

電源がオンの場合は、画⾯に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、さまざまな操作が可能で

す。 

• タップ︓ 画⾯を軽く指先でたたいて、本を開く、ペ

ージめくり、メニュー選択などの操作が可能です。 

 

• スワイプ︓ページめくりや、メニューをスクロールす

る時に使⽤します。  
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• ⻑押し︓ 画⾯をタッチして押し続けます。本の表紙

や作品名を⻑押しすると、詳細メニューが表⽰されま

す。また、読書中に⽂中の語句を⻑押しすると、その

語句を選択できます。語句を⻑押ししたあと指を離す

と、選択した語句に線が引かれ、両端に円が表⽰され

ます。この円を動かして選択範囲を拡⼤できます。 

• ドラッグ︓ PDF ファイルを読んでいてページを拡⼤

した場合には、ドラッグすることでページの各所を確

認できます。画⾯をタッチしたまま指を軽く動かしま

す。指の動きに従ってページが動きます。 
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ホーム画⾯の概要 

電⼦書籍リーダーの電源をオンにすると最初に表⽰される画

⾯がホーム画⾯です。 

ホーム画⾯では以下の操作が可能です。 

• 同期およびソフトウェアの更新 同期すると、ソフト

ウェアの更新や購⼊した本の反映が⾏われます。電⼦

書籍リーダーを同期するには、同期［ ］アイコン

をタップします。 

• 本の検索 検索［ ］機能を使ってストアやライブ

ラリの本を検索できます。 

• 本を読む 読書を開始するには、表紙をタップしま

す。 
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ホーム画⾯に戻るには 

• 読書中の場合、画⾯中央をタップすると読書メニュー

が表⽰されますので、［ホーム画⾯に戻る］をタップ

します。 

ホーム画⾯の各種アイコン  

•   メニューアイコン 

タップするとメニューの⼀覧が表⽰されます。 

 

•   Wi-Fi アイコン 

接続可能な Wi-Fi ネットワークを表⽰し、Wi-Fi 接続

を⾏います。 

 

•  明るさアイコン 

画⾯の明るさを調節できます。 
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•  バッテリーアイコン 

充電状態の確認や節電設定の変更が可能です。 

 

•   同期アイコン 

新たに購⼊した本のダウンロードや適⽤可能なソフト

ウェアの更新を⾏います。 

 

•   検索アイコン 

ライブラリの本やストアの本を検索できます。 
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明るさの調節 

電⼦書籍リーダーには、暗闇でも読書できるようにライトが

内蔵されています。 

 

画⾯の明るさを調節するにはいくつか⽅法があります。 

 

• 読書中に、画⾯の左端を上下にスワイプして調節しま

す。 

• ホーム画⾯では、上部の明るさアイコン［ ］をタ

ップして［明るさ］の下に表⽰されているスライダー

アイコン［ ］を左右に動かして調整します。 
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Wi-Fi 接続 

電⼦書籍リーダーを Wi-Fi に接続 

本のダウンロードや購⼊の際には、Wi-Fi に接続してくださ

い。  

 

1. ホーム画⾯を表⽰します。 

2. 画⾯上部の同期アイコン［ ］をタップします。 

3. ［同期する］をタップすると、Wi-Fi への接続を開始

します。（接続まで時間がかかることがあります。）

Wi-Fi ネットワークの⼀覧が表⽰されます。 

4. 接続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さ

れる場合は、パスワードの⼊⼒が必要です。 
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5. パスワードの⼊⼒画⾯が表⽰された場合は、キーボー

ドでパスワードを⼊⼒し［接続］をタップします。

［パスワードを表⽰］をタップすると⼊⼒したパスワ

ードを確認できます。 
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Wi-Fi の接続状態を確認 

画⾯上部の Wi-Fi アイコンで、接続状態を確認できます。  

 

•   Wi-Fi は節電のため待機モードになっています。 

•   Wi-Fi がオフです。 

•   おおむね良好な接続状態です。 

•   良好な接続状態です。 

 

Wi-Fi 経由で⾏う端末の同期 

購⼊した本を端末に表⽰させたりソフトウェアを更新するに

は、電⼦書籍リーダーを同期する必要があります。 
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同期すると 

 

• 新たに購⼊した本が端末にダウンロードされます。 

• 追加したプレビューがダウンロードされます。 

• ソフトウェアの更新確認が⾏われます。 

• しおりや書きこみが最新の状態に更新されます。 

 

同期するには 

1. ホーム画⾯を表⽰します。 

2. 画⾯上部の同期アイコン［ ］をタップします。 

3. ［同期する］をタップします。 

 

Wi-Fi のオフ（機内モード） 

電⼦書籍リーダーをインターネットに接続せずに使⽤するに

は、Wi-Fi をオフにします。Wi-Fi をオフにすると、バッテ
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リーの消費量を抑えられるだけでなく、⾶⾏機内での端末の

使⽤が可能になります。5 分経っても動作がない場合、Wi-Fi 

は⾃動的にオフになります。 

 

1. ホーム画⾯を表⽰します。 

 

2. 画⾯上部の Wi-Fi アイコン［ ］をタップします。 

メモ︓Wi-Fi アイコン［ ］が表⽰されない場合

は、画⾯上部の同期アイコン［ ］をタップし、さら

に［同期する］をタップします。画⾯上部に Wi-Fi ア

イコン［ ］が表⽰されたら、タップします。 

 

3. ［Wi-Fi︓ オン］の横にある［ ］をタップしま

す。「同期を中断しますか︖」というメッセージが表

⽰された場合は、［はい］をタップします。［Wi-

Fi︓ オフ］という確認ダイアログが表⽰されたあと
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は、端末がインターネットに接続することはありませ

ん。 
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本の購⼊  

電⼦書籍リーダーで本を購⼊ 

購⼊したい本が⾒つかったら、［購⼊する］をタップするだ

けで購⼊⼿続き画⾯が表⽰されます。お⽀払いには、各種ク

レジットカード（Visa、MasterCard）のほか、楽天スーパー

ポイントやクーポンをご利⽤いただけます。割引クーポンを

お持ちの場合は、購⼊⼿続きの際にクーポンコードを⼊⼒し

てください。 

本を購⼊するには 

1. ホーム画⾯を表⽰します。 

2. 画⾯左下の［次の⼀冊を探そう］（ストアに⾏く）を

タップします。 
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3. 検索ボックスに本のタイトルや著書名を⼊⼒し、キー

ボードの［実⾏］をタップします。 

4. 購⼊ボタンをタップします。 

メモ︓ 以前に楽天 Kobo でお買い物をした際に⽀払い

情報を登録してある⽅は、確認画⾯が表⽰されますの

でステップ ６ に進んでください。 

5. ［クレジットカードを追加］をタップし、キーボード

で請求先住所とクレジットカード情報を⼊⼒します。 

メモ︓ お住まいの場所に合わせて税⾦を計算するた

め、ポイントでお⽀払いになる場合も、住所はクレジ

ットカード登録住所を⼊⼒してください。 

6. ［続ける］をタップして次へ進みます。 

7. ご注⽂内容を確認します。 
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メモ︓  楽天スーパーポイントやクーポンコードをご

利⽤になる場合は［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

項を記⼊してください。 

8. ［購⼊する］をタップします。 

9. 続けて本を購⼊する場合は、［お買い物を続ける］を

タップします。買い物を終了する場合は、ホーム画⾯

に戻ります。 
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本の検索 

ライブラリの概要 

お持ちの本やプレビューはすべてライブラリに表⽰されます。   

1. 画⾯左上のメニューアイコン［ ］をタップしま

す。 

2. ［ライブラリ］をタップします。 

所有しているすべての本が⼀覧表⽰されます。 

3. 本の表紙をタップすると本が開きます。 

表紙にダウンロードアイコン［ ］が表⽰されている本

は、ダウンロードしてからお読みください。 
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本をダウンロードするには、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のうえ、表紙をタップしてくださ

い。  
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本の検索 

購⼊済みの本やストアの本を探すには以下の⼿順に従って検

索を実⾏してください。 

 

1. 画⾯上部の検索アイコン［ ］をタップします。 
2. ドロップダウンアイコン［ ］をタップします。 

3. 検索先を選択します。 

① ストア︓ストアの本を検索します。 

② ライブラリ︓ 購⼊済みの本を検索します。 

4. 本のタイトルまたは著者名を⼊⼒します。 

5. ［実⾏］をタップすると、検索結果が表⽰されます。 
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本の削除 

電⼦書籍リーダーからだけでなく、アカウントから本を削除

することができます。アカウントから本を削除すると、同期

を⾏っても電⼦書籍リーダーに表⽰されなくなります。 

本を削除するには 

1. ［ライブラリ］をタップします。 

2. 削除したい本の表紙または書名を⻑押しするとメニュ

ーが表⽰されます。 

3. ［削除］をタップします。 

4. 削除対象を選択します。 

① ［この端末から削除］ Kobo クラウドから再

ダウンロードできます。削除後も、端末には本
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の画像が表⽰されます（こちらが⾃動で選択さ

れています）。 

② ［すべてのデバイスから削除］ すべての端末

から完全に削除します。削除後は、どの端末や

アプリにも表⽰されません。 
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電⼦書籍リーダーでの読書 

章の移動 

1. 読書中、ページの中央をタップし読書メニューを表⽰

します。 

2. 画⾯下部にある［ ］または［ ］をタップして前また

は次の章に移動します。 

本のサムネイル（縮⼩画像）表⽰ 

サムネイル表⽰で内容を閲覧するには 

1. 読書中、ページの中央をタップし読書メニューを表⽰

します。 
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2. ナビゲーションバーの［◎］を左右にドラッグしてペ

ージを移動します。画⾯中央にプレビューウィンドウ

が表⽰されます。 

3. 読書を再開するには、プレビューウィンドウをタップ

します。 
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⽬次の表⽰ 

⽬次を表⽰するには 

1. 読書中、ページの中央をタップし読書メニューを表⽰

します。 

2. 画⾯下部の⽬次アイコン［ ］をタップします。 

3. 読みたい章をタップします。 

 

フォントの種類やサイズの変更 

フォントサイズを読みやすい⼤きさに変更できます。ほとん

どの本で複数のサイズから選択できます。 
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書式設定を⾏うには 

1. ページの中央をタップし読書メニューを表⽰します。 

2. フォントアイコン［ ］をタップします。 

3. フォントのサイズや種類を変更するには 

① ［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。 

② ［⽂字の⼤きさ］の横にある + または － を

タップするか、または［ ］を左または右に

ドラッグしてフォントサイズを変更します。 

③ ［⾏間］の横にある ＋ または － をタップし

て⾏間を調節します（⽇本語書籍では⾮対

応）。 
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④ ［余⽩］の横にある ＋ または － をタップし

て余⽩を調節します（⽇本語書籍では⾮対

応）。 

4. 本⽂の配置を変更するには、任意の⽂字揃えを選択し

ます（⽇本語書籍では⾮対応）。 

•   本に設定された⽂字揃えを適⽤します。 

•    ⽂章の両端を揃えて表⽰します。 

•    ⽂章を左側に寄せて表⽰します。 

各項⽬の設定が終わったら、設定画⾯以外の場所をタップす

ると読書画⾯に戻ります。 
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メモ︓ 

• フォントやサイズを変更すると、その設定は保存さ

れ、他の本にも適⽤されます。 

• PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更できませ

んが、読みやすい⼤きさにページ全体を拡⼤すること

ができます。 

 

しおりをつける 

しおり機能を利⽤して本の気に⼊った箇所に⽬印をつけるこ

とができます。 

しおりをつけるには 

• 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。  
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しおりをつけたページを表⽰するには 

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

します。 

2. 画⾯下部の書きこみアイコン［ ］をタップしま

す。 

3. 表⽰したいしおりの横の［しおり］をタップすると、

しおりをつけたページが表⽰されます。  
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楽天 Kobo デスクトップアプリ 

無料の楽天 Kobo デスクトップアプリ（以下、デスクトップ

アプリ）を使うと、楽天 Kobo ストアで電⼦書籍を購⼊した

り、電⼦書籍リーダーの本を管理したりできます。  

デスクトップアプリがあれば 

• 電⼦書籍リーダーの本を追加、削除できます。 

• 楽天 Kobo で購⼊した本を読むことができます。 

• PC 上で本を購⼊できます。 

• 電⼦書籍リーダーを同期できます。 

デスクトップアプリのダウンロード

kobo.com/jp/ja/p/desktop 
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デスクトップアプリの詳細 

kobo.faq.rakuten.net/category/kobo/desktop-app 
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トラブルシューティング 

アカウントの修復 

電⼦書籍リーダーに本が表⽰されない場合は、アカウントの

修復をお試しください。 

アカウントの修復は、Wi-Fi に接続した状態で実⾏してくだ

さい。 

1. 画⾯左上のメニューアイコン［ ］をタップしま

す。 

2. ［設定］をタップします。 

3. ［デバイス情報］をタップします。 

4. ［アカウントの修復］欄の［修復］をタップします。 

5. ［修復する］をタップします。 
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アカウントの修復が始まります。本の数が多い場合は、完

了までに時間がかかることがあります。 

強制終了 

電⼦書籍リーダーがフリーズまたは反応しなくなった場合

は、電源を強制的にオフにしてください。 

1. ［電源オフ］と画⾯に表⽰されるまで電源ボタンを⻑

押しします。 

メモ︓［スリープモード］と表⽰された場合は、オンにし

て再度電源をオフにしてください。 

2. 電源がオンになるまで電源ボタンを⻑押しします。 

強制終了できない場合は、電⼦書籍リーダーを充電してから

お試しください。 
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ログアウト 

ログインし直すだけでも⼀般的な問題を解消できます。この

場合、再セットアップが必要です。Wi-Fi に接続してセット

アップを⾏う際、アカウントに登録のメールアドレスとパス

ワードをご⽤意ください。 

作成したばかりのしおりや書きこみ、ハイライトが消えてし

まわないように、ログアウト前にデバイスの同期を⾏うよう

にしてください。 

 

1. 画⾯左上のメニューアイコン［ ］をタップします。   

2. ［設定］をタップします。 

3. ［アカウント］をタップします。 

4. 楽天 Kobo の下の［ログアウト］をタップします。 
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5. ［ログアウト］をタップします。 

ログアウト後は、利⽤前にセットアップが必要です。セット

アップとログインが完了したら、同期をタップしてライブラ

リに本を⼊れなおしましょう。  



	
43	

デバイスのリセット 

デバイスをリセットすると電⼦書籍リーダーをお買い上げ時

の設定に初期化することができます。リセット後は再度電⼦

書籍リーダーをセットアップし、同期を⾏ってください。 

デバイスをリセットすると 

• 電⼦書籍リーダーからすべての本が削除されます。楽

天 Kobo で購⼊した本であれば、リセット後にダウン

ロードできます。 

• 前回の同期後に作成されたしおりや書きこみが削除さ

れます。 

• 電⼦書籍リーダーのアカウントからログアウトしま

す。 

• カスタマイズした設定はすべて初期化されます。 

• 電⼦書籍リーダーがお買い上げ時の状態に戻ります。 
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リセットするには 

1. 画⾯左上のメニューアイコン［ ］をタップしま

す。 

2. ［設定］をタップします。 

3. ［デバイス情報］をタップします。 

4. ［デバイスのリセット］の［リセット］をタップしま

す。 

5. ［リセット］ボタンをタップします。 

リセット処理が完了したら、画⾯の表⽰に従って電⼦書籍

リーダーをセットアップします。 
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デバイスのリセット（⼿動） 

デバイスをリセットしても問題が解決しない場合は、⼿動で

初期設定に戻す⽅法をお試しください。 

⼿動でデバイスをリセット後、電⼦書籍リーダーを同期する

必要があります。 

⼿動でのリセットを⾏う前に 

• 電⼦書籍リーダーを 1 時間以上充電してください。 

• Wi-Fi に接続されていることをご確認ください。 

1. いずれかの⽅法で電⼦書籍リーダーを充電します。 

① PC の電源をオンにした後、付属の microUSB 

ケーブルを使⽤して電⼦書籍リーダーとパソコ

ンを接続します。 
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② AC アダプター（別売）をコンセントに差し込

み、電⼦書籍リーダーをアダプターに接続しま

す。 

2. 電⼦書籍リーダーの電源ボタンを⻑押しして電源をオ

フにします。オフになると、電源オフと画⾯に表⽰さ

れます。 

3. 電源ボタンから指を離します。 

4. 電⼦書籍リーダーの電源ボタンを 30 秒⻑押ししま

す。 

5. リセット画⾯が表⽰されるまで待ちます。 

画⾯が⿊くなったあと、リセット処理が開始されます。リセ

ット処理が完了したら、画⾯の表⽰に従って電⼦書籍リーダ
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ーをセットアップします。セットアップが完了するまで Wi-

Fi またはインターネットに接続したままにしてください。  
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困ったときは 

ご利⽤の電⼦書籍リーダーに関するお問い合わせやその他楽

天 Kobo 製品の詳細については、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︓ 電⼦書籍リーダーのモデルによって適合宣⾔書が異な

る場合があります。モデル番号の確認⽅法等の情報は、上記

のサイトにまとめられています。 


