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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背⾯にあります。 
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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。 

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。 
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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。 

スリープモードにするには 

• 電源ボタンを押します。 

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、付属ケーブルでの充電を推奨

しています。USB-C 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. USB-C ケーブルで電⼦書籍リーダーを PC に接続し

ます。 

 

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、USB-C アダプター（5V、2A）を使っ

て充電することもできます。 
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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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ページめくりボタンの使⽤⽅法 

 
 

ページのめくり⽅ 前ページに戻るには上のボタンを押し、

次ページに進むには下のボタンを押します。端末の持ち⽅に

よって向きが変わっても同様です。 

 

ページめくりボタンの切り替え お好みで上のボタンを次ペ

ージに進むボタン、下のボタンを前ページに戻るボタンに設

定することもできます。ボタンの割り当てを変更するには、
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画⾯下部の［その他 ］をタップし、設定 ＞ 読書設定を選

択します。読書設定 の［ボタン操作］にて、［切り替え］を

タップします。 

 

⾼速ページめくり ⾶ばし読みするには、進⾏⽅向のページ

めくりボタンを⻑押しすると、⾼速でページをめくることが

できます。 

 

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。 
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• 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。 

 

 

• 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
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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。 

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。 

 

• 画⾯上部の明るさアイコン［ ］をタップし［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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• 読書中は、画⾯の左端を上下にスワイプして調節でき

ます。 

 

ナチュラルライトの使⽤⽅法 

ナチュラルライトの⾃動調節機能をオンにすると、夜間の読

書に適し たオレンジ⾊の電球⾊から、昼間の読書に適した真

っ⽩な昼光⾊まで、ライトの⾊が⾃動で調節されます。 

 

1. 画⾯上部の明るさアイコン［ ］をタップします。 

2. ［就寝時間］の横のドロップダウンアイコン［  ］

をタップします。 

3. 就寝時間を選択します。 

4. ライトの⾊を調節します。 

• ライトの⾊を⾃動で調節させる場合は、［⾃動］の横 
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のスライダーアイコンが右側に表⽰［ ］されて

いることをご確認ください。 

• ライトの⾊を⼿動で調節したい場合は、スライダーア

イコンをタップして左側に表⽰［ ］されるよう

にします。 

• ライトを昼間の読書に適した明るい⽩⾊にするには、

丸アイコン［ ］を太陽のマーク［  ］に近づ

け、夜間の読書に適した柔らかなオレンジ⾊するに

は、⽉のマーク［  ］に近づけます。 

注 ⼿動で調節する設定にしている場合、ライトが時間

帯にあわせて⾃動調節されることはありません。  

 

⽔周りでの使⽤ 

快適に読書していただくために、電⼦書籍リーダーの画⾯や

操作する⼿は乾いた状態にしておきます。画⾯がぬれた場合
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は、乾いた布で拭いてください。ぬれている場合や⽔中にあ

る場合、画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書籍リーダーにかかった場合は、速や

かに真⽔で洗い流し、乾かしてから使⽤してください。こう

したお⼿⼊れにより、電⼦書籍リーダーを⻑くお使いいただ

けます。 

 

• 塩⽔ 

• せっけん⽔ 

• 塩素を含んだプールの⽔ 

 

防⽔仕様について 

本製品は、⽔深 2 メートルの真⽔に沈めた状態で最⼤ 60 分

の使⽤が可能とされる防⽔性能を備えています。 
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本製品は IPX8 規格に準拠しており、特定の条件下の防⽔試

験によってその防⽔性能が確認されています。 

⽔滴の浸⼊による故障を防ぐために、以下の注意事項を必ず

守って正しくご使⽤ください。※本製品は防塵対応していま

せん。 

 

• 電⼦書籍リーダーを充電する際は、USB を挿⼊する前

に USB ポートを乾かしてください。 

• 電⼦書籍リーダー本体を滝や波などの強い⽔流にあて

ないでください。 

• ⽔周り、または湿気の多い場所で電⼦書籍リーダーを

充電しないでください。 

• 電⼦書籍リーダーは⽔に浮きません。⽔深 2 メート

ルを超える⽔中には沈めないでください。 

• 電⼦書籍リーダーを⽔中に 60 分を超えて沈めないで

ください。  
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Kobo スタイラスペン 

⽂字や絵を⼿書きする 

注 Kobo スタイラスペンは本製品には同梱されておりませ

ん。本機能ご利⽤の際には、別売品の Kobo スタイラスペン

をお買い求めください。 

Kobo Sage では、紙にペンで書くように画⾯に直接⽂字や絵

を書きこめます。例えば、レシピ本を⾒ながら余⽩にメモを

とるという使い⽅もできます。ノートメニューでは、⼿書き

したものをテキストに変換できます。 

本物のペンさながらの使い⼼地を再現した Kobo スタイラス

ペンには、以下の機能が搭載されています。 

マーカーボタン（①）押し続けている間ペンがマーカーにな

ります。 
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消去ボタン（②）押し続けている間ペンが消しゴムになりま

す。 

 
 

Kobo スタイラスペンでメモをとり、あとで参照しやすいよ

うに書きこみとして変換しておくことができます。Kobo ス

タイラスペンは次のファイル形式でお使いいただけます。 

• ePub 

• Kobo ePub 

• PDF （保護なし、DRM フリー） 
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電池交換 

付属の Kobo スタイラスペンは交換可能な単 6 形 AAAA 電

池を使⽤します。通常の使⽤で、数か⽉使⽤できます。  

注 しばらく Kobo スタイラスペンを使⽤していない場合に

は、電池の状態をお確かめください。腐⾷または膨張した電

池を使⽤しないでください。劣化がみられる場合には、廃棄

して新しい電池をお使いください。 
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Kobo スタイラスペンの電池を交換するには 

 

1. ペンの後⽅を時計と反対周りに回し、キャップを外し

ます。 

 
 

2. 電池を取り出します。 

3. 新しい単 6 形 AAAA 電池を⼊れます。 
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ヒント 電池にはプラス (+) とマイナス (-) の記号

がついていますので、プラスの⽅を頭にして⼊れてく

ださい。 

4. キャップを取り付けます。 

 

⼿書きメモを編集する 

特定の操作で⼿書きメモを編集することができるため楽にメ

モとりができます。テキスト化した⼿書きメモを編集するこ

とも可能です。 

注 特定の操作は、多機能ノートを選択したときのみ有効で

す。 
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⽂字の消去 

消したい単語や⽂字は、横線を引いて消すか、または適当な

線を⼊れて⽂字をつぶします。 

 
 

テキストの結合 

2 つの単語を 1 つにまとめるには、対象箇所の下部から上に

向かって線を引きます。 
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テキストの分割 

単語と単語の間にスペースを⼊れるには、対象箇所の上部か

ら下に向かって線を引きます。 

  

⾒出し⽂字 

テキストを太字の⾒出し⽂字に設定するには、レベルに応じ

て下線を 1、2 本引きます。  

⾒出し（タイトル） – 下線を 2 本引きます。 
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中⾒出し（サブタイトル） - 下線を 1 本引きます。 

 

ハイライト 

単語や⽂章をハイライトするには、ハイライトしたい箇所を

四⾓い枠で囲みます。 

 

数字および⾏頭⽂字 

ノートに数字やダッシュなどの記号を書きこむことができま

す。ほとんどの記号は認識されますが、以下は、テキストに
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変換可能な記号の⼀例です。 

 

 

ノートとして使う 

ノートメニューでは、Kobo スタイラスペンを使って⼿書き

でノートがとれます。ノートは冊数の制限なく作成できま

す。 

確実に⻑期間保管したいノートは、エクスポートしてバック

アップをとることをおすすめします。 

注 電⼦書籍リーダーをリセットすると、作成したノートは

すべて削除されます。 
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ノートを使うには 

1. 画⾯下部の［その他 ］をタップします。 

2. ［ノート］をタップします。 

3. ［新規］をタップして新規ノートを作成します。 

4. ノートの名前を⼊⼒します。 
5. ノートの種類を選択します。 

 

無地ノート 紙にペンで書くように画⾯に⽂字や絵を

書きこむことができます。  

注 ⼿書きしたものをテキストに変換したい場合は、

多機能ノートを選択してください。 

 

多機能ノート ⽂字の⼤きさや位置など⼀定のガイド

ラインに従って⼿書きしたものはテキストに変換する

ことができます。 

ノートをあとで編集したい場合には、⼿書きメモをテ
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キスト化しておくと便利です。テキストに変換したノ

ートをテキストファイル形式で出⼒し、パソコン上で

編集することもできます。 

6. ［保存する］をタップします。 

7. Kobo スタイラスペンを使⽤してノートをとります。

ノートは電⼦書籍リーダーに⾃動で保存されます。 

 

ノートの使い⽅ 

便利な機能を利⽤しつつ、紙にペンで書きこむ感覚でノート

をとれます。ノート上部に表⽰されるアイコンからペンの種

類や消しゴムなどを選択できます。 

 

• ページ間の移動（無地ノート） 

ページ上部の⽮印［ ］アイコンをタップしメニュ

ーを表⽰します。画⾯下部に表⽰されたスライダーア
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イコン［ ］をドラッグするか、または両端の⽮印

をタップします。 

• ページのスクロール（多機能ノート） 

ノートを上下にスクロールするには、画⾯右端の⽮印

［ ］をタップするか、またはスクロールバー

をドラッグします。ページ制限はありませんので、好

きなだけノートをとりつづけることができます。 

 

• ノートをとる  

⽂字や絵は画⾯のどの場所にも書きこむことができま

す。画⾯上部のペンアイコン［ ］が選択されてお

り、タップするとペンの設定が表⽰されます。 

 

消しゴム  

ノート上部の消しゴムアイコン［ ］をタップする
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と、ペンが消しゴムに切り替わります。また、Kobo 

スタイラスペンの消去ボタンを⻑押しすることでペン

先を消しゴムに切り替えることも可能です。もう⼀度

消しゴムアイコンをタップすると、消しゴムの設定が

表⽰されます。 

 

• 取り消し・再⼊⼒ 

取り消しアイコン［ ］をタップすると、直前の⼊

⼒内容を（⽂字、記号、筆跡、数字）取り消します。 

再⼊⼒アイコン［  ］をタップすると、取り消した

内容を元に戻します。 

 

• 描画や数式の作成（多機能ノートのみ） 

多機能ノートを使⽤すると、図や絵を描いたり数式を

⼊⼒したりすることができます。 
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描画や数式の⼊⼒を⾏うには、ノート上部のメニュー

アイコン［ ］をタップし、任意のメニューを選

択します。 

 

• フリースペースの挿⼊ 規定の枠内であれば何でも⾃

由に書きこめます。この枠内に図形を⼿書きしても補

正されません。例えば、円を描いても、完璧な円に⾃

動変換されることはありません。 

 

• 図形の挿⼊ ⼿書きで図形を描いてから完璧な形状に

変換したい場合には、こちらのメニューを選択してく

ださい。例えば、四⾓形を⼿書きしても、線がまっす

ぐに整えられ、完璧な四⾓形に補正されます。  
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• 数式の挿⼊ 

ノートに数式を書いて計算することができます。数式

を ＝ まで含めて書いたら（例 1+1=）、ノート上

部のメニューアイコン（ ）をタップし、さらに

［すべて変換］をタップします。（計算できない数式

もあります。） 

 

ノートの保存 

ノートをパソコンに保存することができます。保存しておけ

ば電⼦書籍リーダーのリセットやログアウトを実⾏した際に

削除されても安⼼です。 

作成したノートは、電⼦書籍リーダーから直接パソコンにエ

クスポートできます。例えば、テキストファイル形式
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（.txt）で出⼒すれば、⾃分宛にメールで送ることやパソコ

ンに保存しておくことも可能です。 

電⼦書籍リーダーをリセットすると作成したノートはすべて

削除されるため 、エクスポートしてバックアップをとってお

くことをおすすめします。 

パソコンにエクスポートするには 

1. 画⾯下部の［その他 ］をタップします。 

2. ［ノート］をタップします。 

3. エクスポートしたいノートの横にあるメニューアイコ

ン［ ］をタップします。 

4. エクスポート先が PC になっていることを確認のう

え、［次へ］をタップします。 
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5. 任意の出⼒形式を選択し、［エクスポート］をタップ

します。 

6. 「ノートのエクスポート完了」と表⽰されたら、付属

の USB-C ケーブルを使⽤して電⼦書籍リーダーをパ

ソコンに接続します。 

7. 「PC を検知しました」と表⽰されたら、［接続］を

タップします。 

8. パソコンで、接続機器の「KOBOeReader」をタッ

プします。 

9. 「エクスポートしたノート」という名前のフォルダを

開くと、エクスポート済みのノートが表⽰されます。  

10. パソコンに保存したいファイルを、デスクトップやい

つも利⽤しているバックアップファイルの保存先（外

付け HDD、USB、Google ドライブ等）にコピーしま

す。 
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ノートの削除 

ノートの整理やストレージの空きスペース確保のためにノー

トを削除することをおすすめします。 

ノートを電⼦書籍リーダーから削除するには 

1. 画⾯下部の［その他 ］をタップします。 

2. ［ノート］をタップします。 

3. 削除したいノートの横にあるメニューアイコン

［ ］をタップします。 

4. ［削除］をタップします。 

5. 確認ダイアログが表⽰されたら［削除］をタップしま

す。 

 

Dropbox にノートを保存 
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無料のオンラインストレージサービス「Dropbox」に直接ノ

ートを保存することもできます。 

 

1. 画⾯下部の［その他 ］をタップします。 

2. ［ノート］をタップします。 

3. 保存したいノート横のメニューアイコン［ ］を

タップします。 

4. エクスポート先を［Dropbox］ に設定し、［次へ］

をタップします。 

任意の出⼒形式を選択し、［エクスポート］をタップしま

す。 

本に書きこむ 
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紙の本と同じ感覚で読書中の本に⽂字や絵を書いたりマーカ

ーを引いたりできるため、余⽩にメモをとる、キーワードを

丸で囲むといった使い⽅ができます。 

注 本に書きこんだメモは、Kobo スタイラスペン対

応機種同⼠であれば同期できます。⾮対応機種や楽天

Kobo アプリには表⽰されません。 

Kobo スタイラスペン対応のファイル形式 

• Kobo ePub (.kepub) 

• ePub (.epub) 

• PDF (.pdf)  

注 DRM 保護、または編集制限のかかった PDF には

書きこみできません。. 

本に書きこむ 
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本を読みながら、Kobo スタイラスペンを使⽤してページの

どこにでも⽂字や絵を書きこむことができます。  

⼿書きメモを表⽰する 

本に書きこんだメモはそのまま保存されますが、フォントサ

イズを変更すると⾮表⽰になります。その場合、⽬印とし

て、⼿書きメモのある⽂章が括弧でくくられ、⼿書きメモア

イコン［ ］が右端に表⽰されます。⼿書きメモアイコン

をタップすると、⼿書きメモがプレビュー表⽰されます。 

⼿書きメモを⼀覧表⽰する 

 

本に書きこんだメモはすべて書きこみ⼀覧より確認できま

す。 

読書中に⼿書きメモを確認または削除するには 
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1. 画⾯中央をタップして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. 任意のプレビューを⻑押し、［本の箇所を表⽰］また

は［⼿書きメモを削除］を選択します。 

ヒント ⼿書きメモの場合、プレビュー横に⼿書きメモアイ

コン［ ］が表⽰されます。 

 

ペンのトラブル 

Kobo スタイラスペンが反応しない場合、以下をお試しくだ

さい。 

• ペンの電池を交換する 
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• 電⼦書籍リーダーの電源を⼊れなおす 

• ペン先を交換する 

Kobo スタイラスペンは以下のファイル形式に対応していま

す。ペンが作動しない場合は、ファイルとの互換性がない可

能性があります。 

対応ファイル形式 

• Kobo ePub 

• ePub 

• PDF （保護なし、DRM フリー） 
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画⾯の向きを固定する 

読書中の画⾯は縦または横に⾃動回転します。 

画⾯の向きが［⾃動回転］に設定されているときは、読書画

⾯上部にアイコン［  ］が表⽰され、タップして［  縦

画⾯］または［  横画⾯］に固定することができます。 

 

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
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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。 

ホーム画⾯に戻るには 

• 読書中の場合、画⾯中央をタップし、左上に表⽰され

た［戻る］をタップします。 

ホーム画⾯の各種アイコン  

•  明るさアイコン 

 画⾯の明るさを調節できます。 
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•   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。 

 

•  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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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. 画⾯上部の同期アイコン［ ］をタップします。 

2. ［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。 

3. 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。 

4. 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。
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［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 
 

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。 
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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。 

 

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. 画⾯上部の同期アイコン［ ］をタップします。 

2. ［同期する］をタップします。 
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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

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. 画⾯上部の Wi-Fi アイコン［ ］をタップします。 

注 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。 

2. ［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-
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Fi︓ オフ］という確認ダイアログが表⽰されたあと

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。 

購⼊⽅法 

1. 画⾯下部の ストア をタップします。 

2. 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。 
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3. 購⼊したい本の［購⼊］をタップします。 

注 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。 

4. ［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。 

注 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。 

5. ［続ける］をタップして次へ進みます。 

6. ご注⽂内容を確認します。 

注 楽天ポイントやクーポンコードをご利⽤になる場

合は［楽天ポイントを使う］または［クーポンコード
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を使う］をタップして、必要事項を記⼊してくださ

い。 

7. ［購⼊する］をタップします。 
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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. 画⾯下部の［ 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。 

2. 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。 

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。 

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。 

 

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。  
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本を削除するには 

1. 画⾯下部の［ 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

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. 閲覧中のページを読むには、プレビューウィンドウを

タップします。 

 

⽬次の表⽰ 

⽬次を表⽰するには 

1. 読書中、画⾯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。 
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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。 

書式設定を⾏うには 

1. 画⾯中央をタップし読書メニューを表⽰します。 

2. 画⾯上部のフォントアイコン［ ］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］の横にあるアイコン［ ］をタ

ップしてフォントを選択します。 
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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）。 

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）。 
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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。 

注 

• 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。 
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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。  

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。 
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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

https://books.rakuten.co.jp/info/introduction/e-book/?l-

id=ebook-header-utility-introduction-kobo#sec2-3 



	
64	

デスクトップアプリの詳細  

https://kobo.faq.rakuten.net/category/kobo/desktop-

app 

 

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. 画⾯下部の［その他  ］をタップします。 

2. ［設定］をタップします。 
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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［修復する］をタップしま

す。 

5. ［修復する］をタップします。 

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。 
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注 ［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。 

 

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。 
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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. 画⾯下部の［その他  ］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。 

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。  
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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. 画⾯下部の［その他  ］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. 電源ボタンを⻑押しして電源オフと書かれた⿊画⾯を

表⽰させます。 

表⽰されない場合は、電源オフ画⾯が表⽰されるまで

ページめくりボタンを⻑押しします。 



	
71	

表⽰されない場合は、電源オフ画⾯が表⽰されるまで

ページめくりボタンを⻑押しします。 

 

2. 電源オフ画⾯が表⽰されたら、画⾯が点滅するまでペ

ージめくりボタンと電源ボタンを押し続けます。通常 

30 秒で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
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ままにしてください。セットアップは、デスクトップ

アプリから⾏うことも可能です。 

 

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.net 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.net をご覧ください。  
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注 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。  


