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電⼦子ブックリーダーについて 

このセクションの内容 

• 電⼦子ブックリーダーの概要 

• 電⼦子ブックリーダーの充電⽅方法 

• タッチスクリーンの操作⽅方法 

• スリープモードの設定・解除 

• PC への接続  
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電⼦子ブックリーダーの概要 
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 電源スイッチ 電源スイッチをスライドさせ、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。 

 ライトボタン 暗い場所で本を読むときは、ライ

トボタンを押して画⾯面のライトを

オンにします。 

 
microSD カード

スロット 

microSD カードを挿⼊入すると、電

⼦子ブック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 

ケーブルで電⼦子ブックリーダーを 

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。 
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電⼦子ブックリーダーの充電⽅方法 

電⼦子ブックリーダーを充電するには、付属の microUSB ケー

ブルで PC に接続します。 

 

 

電⼦子ブックリーダーの画⾯面右上に充電状態を⽰示すバッテリー

アイコンが表⽰示されます。 
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アイコン 意味 

 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。 

 

電⼦子ブックリーダーの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。読書中で [ ] が表⽰示さ

れていない場合は、画⾯面中央をタップしてください。読書メ

ニューが表⽰示され、画⾯面右上でバッテリーアイコンを確認で

きます。 
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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 

タップは最も頻繁に⾏行行う操作です。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。 

スワイプ 

スワイプでライブラリ内を検索索したり、本のページをめくっ

たりします。ページの端に指をおいて軽くすべらせると実際

に本をめくるようにページをめくることができます。めくり

たい⽅方向にページをスワイプしてください。 
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2 本指スワイプ 

ライト点灯時は、２ 本指で上下にスワイプすると画⾯面の明る

さを調節できます。2 本の指を上⽅方向にスワイプすると画⾯面

が明るくなり、下⽅方向にスワイプすると画⾯面が暗くなります。 

ピンチ 

ピンチ操作で⽂文字や画像を拡⼤大・縮⼩小することができます。

拡⼤大するには親指と⼈人差し指を画⾯面上で離離していきます。縮

⼩小するには物をつまむように親指と⼈人差し指を近づけます。 

⻑⾧長押し 

｢プレス＆ホールド｣とも呼ばれる操作です。画⾯面をタッチし

たまま数秒押し続けます。 
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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◎をドラッグさせると選択範囲を変更更できま

す。 

注意：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。また、縦書き⽂文書には◎が表⽰示されません。 

ダブルタップ 

画⾯面の同じ場所を 2 回すばやくタップします。PDF ならダブ

ルタップでページを拡⼤大できます。再度度ダブルタップすると

縮⼩小します。 
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ドラッグ 

PDF を拡⼤大して読んでいるときは、ドラッグするとページ上

を上下左右に移動できます。画⾯面をタッチしたまま指を動か

すと同じ⽅方向に移動します。 

スリープモードの設定・解除 

電⼦子ブックリーダーを使⽤用していない時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。

スリープモードを設定すると、解除した際にスリープする前

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。 

スリープモードと電源オフとでは画⾯面再表⽰示までの所要時間

が⼤大きく異異なります。電源をオフにした状態から回復復するに
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は約 25 秒かかりますが、スリープモードからの回復復にはわず

か 1〜～2 秒しかかかりません。 

注意：スリープモード設定時は、⾃自動のライブラリ同期や 

Wi-Fi 接続などが切切断される場合があります。 

 

電源をオンにするには： 

• 電源スイッチをスライドし、電源スイッチのライトが

点灯するまでスライドさせたまま数秒待ちます。 
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電源をオフにするには： 

• 電源スイッチをスライドし、オフの画⾯面が表⽰示される

までスライドさせたまま数秒待ちます。 

スリープモードにするには： 

• 電源スイッチをスライド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： 

• 電源スイッチをスライドしてすぐに指を放します。 

ライトのオン・オフ 

電⼦子ブックリーダーの内蔵ライトを利利⽤用すれば、暗い場所で

も本が読めます。明るさは調節可能です。 
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ライトをオンまたはオフにするには： 

• 電源スイッチの横にあるライトボタンを押します。 

読書中にライトの明るさを調節するには： 

1. ライトボタンを押してライトをオンにします。 

2. 明るくするには 2 本指で画⾯面を上⽅方向に、暗くする

には 2 本指で下⽅方向にスワイプします。 
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クイック設定パネルでライトの明るさを調節するには： 

1. ライトボタンを押してライトをオンにします。 

2. 画⾯面上部のメニューアイコン [ ] をタップします。 

クイック設定パネルが表⽰示されます。 

3. [明るさ] をタップします。 

4. スライダーをドラッグして明るさを調節します。 

5. 調節が終了了したら [ ] をタップします。 

PC への接続 

電⼦子ブックリーダーを PC に接続すると、ストア検索索などの

Wi-Fi ネットワークを必要とする操作や電⼦子ブックリーダー

上の本の管理理を kobo デスクトップアプリから⾏行行えます。容量量

の⼤大きな本やコミックが⼤大量量に⼊入ったライブラリをダウンロ
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ードする場合は、Wi-Fi ネットワークによっては、kobo デス

クトップアプリを使⽤用したほうが速い場合があります。 

kobo デスクトップアプリなら	  

• 電⼦子ブックリーダーに追加する本を管理理できます 

• ストアで本を検索索したり、プレビューを読んだり、本

を購⼊入したりできます 

もちろんこれらの操作を電⼦子ブックリーダー本体から直接⾏行行

うことも可能です。 

kobo デスクトップアプリの詳細については、kobo デスクトッ

プアプリのユーザーガイド (rakuten.kobobooks.com/help)を参照

してください。また、kobo デスクトップアプリや電⼦子ブック

リーダーに関するご質問についても、オンラインのヘルプペ

ージ (rakuten.kobobooks.com/help) を参照してください。 
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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 

• kobo クラウドの利利⽤用 

• kobo クラウドから本をダウンロード 

• 端末から削除 

• 完全に削除  
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ホーム画⾯面の操作 

セットアップ完了了後、電⼦子ブック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。 

画⾯面左上のホームアイコン [ ] をタップすると、いつでも

ホーム画⾯面へ遷移できます。 

ホーム画⾯面左上のトップのタイルには、最近読んだ本が表⽰示

されます。 

最近のアクティビティを種類ごとにタイル形式で表⽰示します。 

タイルの種類： 

• 最近読んだ本、または購⼊入した本 
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• おすすめの本（あなたの好みを分析しておすすめしま

す） 

• Reading Life バッジ 

• 同期（ライブラリの更更新） 

探している本を⾒見見つけやすいように、タイルは 2 種類に⾊色分

けされています： 

• グレーのタイル：読書中の本、バッジ、コレクション、

Reading Life など、ライブラリ関連のコンテンツ。 

• ⿊黒のタイル：関連した本やおすすめなど、ストア関連

のコンテンツ。 

タイルをタップするとコンテンツを表⽰示します。また、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すると、

ライブラリやストアで本を検索索できます。 

ライブラリの操作 

ライブラリには、これまでに購⼊入した本、ダウンロードした
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プレビュー、作成した本棚が表⽰示されます。本の選択や管理理

はライブラリから⾏行行います。 

ライブラリを開くには： 

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。 

• [本棚] ̶— 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本棚を作成し、料料理理関連の本のみを本

棚に集めることができます。 
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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ください。 

検索索して本を⾒見見つけるには： 

1. ホーム画⾯面上部の検索索ボックスをタップします。 

2. 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。

（インターネット接続が必要です。） 

• 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。 

3. キーボードで、書名、著者名、またはキーワードを

⼊入⼒力力して検索索すると検索索結果が表⽰示されます。⼊入⼒力力
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途中で絞り込まれた検索索候補をタップして選択する

こともできます。 

kobo クラウドの利利⽤用 

kobo クラウドは kobo で購⼊入したすべての本を保存するオン

ラインストレージです。ストアで購⼊入した本はすべて⾃自動的

に kobo クラウドに保存されます。このため、購⼊入したすべて

の本を電⼦子ブックリーダーにダウンロードする必要がありま

せん。読みたい本を読みたいときにライブラリから電⼦子ブッ

クリーダーにダウンロードしてください。例例えば、ライブラ

リに本が 50 冊あっても、電⼦子ブックリーダーには 10 冊だけ

ダウンロードすれば電⼦子ブックリーダーの空き容量量を確保で

きるため、いつでも読みたい本を新たに追加できます。電⼦子

ブックリーダーに新しい本を追加できるだけの⼗十分な空き容

量量がない場合は、不不要な本を電⼦子ブックリーダーから削除し
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てください。電⼦子ブックリーダーから削除しても kobo クラウ

ドには残っているため、読みたいときにまた読むことができ

ます。 

メモ：microSD カードから読み込んだ⽂文書を kobo クラウドで

管理理することはできません。 

過去に Kobo で購⼊入した本は、Wi-Fi 接続で簡単に電⼦子ブック

リーダーに追加できます。電⼦子ブックリーダーを初期セット

アップすると、最近読んだ本や購⼊入した本が 5 冊、⾃自動的に

ダウンロードされます。kobo クラウドに保存されている本は

いつでもダウンロードできます。 

Wi-Fi に接続して電⼦子ブックリーダーを同期するには： 

• ホーム画⾯面の [  同期する] をタップします。 
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kobo クラウドから本をダウンロード 

ライブラリの本をダウンロードするには、電⼦子ブックリーダ

ーでWi-Fi ネットワークに接続するか、PC の kobo デスクト

ップアプリを使⽤用し、読みたい本を選択します。選択した本

やコミックは、選択した順にダウンロード待機に追加されま

す。 

ダウンロード開始前であれば、本を [待機中] から削除し、ダ

ウンロードを中⽌止することもできます。 

メモ：何冊でも [待機中] として選択可能です。 

ダウンロード待機中の本をキャンセルするには： 

1. ダウンロードアイコン [ ] が表⽰示されている本の

中からキャンセルしたい本をタップします。 
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ダウンロードの待機取り消しの確認画⾯面が表⽰示され

ます。 

2. [はい] をタップします。 
 

まだダウンロードされていない本にはダウンロードアイコン 

[ ] が表⽰示されるため、ダウンロード済みの本と待機中の本

を簡単に区別できます。 

  

本を電⼦子ブックリーダーにダウンロードするには： 

1. ホーム画⾯面で [ライブラリ] をタップします。 
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2. [本] をタップします。 

3. ダウロードアイコン [ ] が表⽰示されている本の表

紙または書名をタップします。 

4. 必要に応じて Wi-Fi に接続します。 

選択した本がダウンロードされます。 

メモ：ダウンロード中に Wi-Fi 接続が中断された場合は、ホ

ーム画⾯面の [  同期する] をタップするとダウンロードが再開

します。 

本を端末から削除する 

過去にダウンロードした本を端末から削除すると、電⼦子ブッ

クリーダーの空き容量量を増やすことができます。コンテンツ

は、端末から削除されメモリーの空き容量量を増やし、ライブ

ラリに本の表紙のみが残ります。 

ホーム画⾯面で本を⼀一冊ずつ端末から削除するには： 
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1. [ライブラリ] をタップします。 

2. [本] をタップします。 

3. 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。 

4. [削除] をタップします。 

ダイアログボックスが表⽰示されます。［端末から削

除] の横のチェックボックスが選択されていること

を確認します。 

5. [削除] をタップします。 

本のコンテンツは電⼦子ブックリーダーから削除され

ますが、再度度ダウンロードすればまた読むことがで

きます。	  

ホーム画⾯面でライブラリにある複数の本を⼀一度度に端末から

削除するには： 

1. [ライブラリ] をタップします。 
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2. [本] をタップします。 

3. 画⾯面上部、グレーバーのメニューアイコン  をタ

ップします。 

4. [ライブラリ設定] をタップします。 

5. [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。 

6. [削除] をタップします。ダウンロードしたすべての

本のコンテンツが削除されます。 

なお、インポートしたアイテムが端末にある場合は、

[ライブラリ設定] の [インポートしたアイテム] の横

の [すべて削除] をタップすると削除されます。 

本を完全に削除する 

読み終わった本は、電⼦子ブックリーダーやアカウントから完

全に削除することができます。完全に削除した本は kobo の他

のアプリからもアクセスできなくなります。   



	  

	  

kobo Auraユーザーガイド 32 

「端末から削除」と「完全に削除」は異異なります。電⼦子ブッ

クリーダーから本を削除しても、コンテンツデータはクラウ

ドに保存されているため、再度度ダウンロードすればまた読む

ことができます。完全に削除した本は、電⼦子ブックリーダー

だけでなく、アカウントからも取り除かれ、読むことができ

なくなります。 

完全に削除した本を再度度ライブラリに戻したい場合は、

rakuten.kobobooks.com にログインして、「マイアカウント」

ページの購⼊入履履歴からライブラリに本を再度度追加することが

できます。 

本を完全に削除するには： 

1. [ライブラリ] をタップします。 

2. [本] をタップします。 
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3. 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。 

4. [削除] をタップします。 

ダイアログボックスが表⽰示されます。 

5. [完全に削除] の横のチェックボックスをタップしま

す。 

チェックボックスにチェックが⼊入ります。 

6. [削除] をタップします。 

本は電⼦子ブックリーダーと kobo アカウントから削

除されます。 
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電⼦子ブックリーダーでの読書 

このセクションの内容 

• 本を読む  

• ページや章の移動 

• フォントの種類や⽂文字の⼤大きさの変更更 

• 本を閉じる 

本を読む  

ホーム画⾯面やライブラリから本を開くには、本の書名または

表紙をタップします。 
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ページや章の移動 

ページをめくるにはページの右端または左端をタップするか、

スワイプします。 

⼀一度度に複数ページを移動するには： 

• ナビゲーションバーを使⽤用してページや章を移動します。 

• ⽬目次から章の⼀一覧を開いて各章へ直接移動します。 

ナビゲーションバーを使って移動するには： 

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。 

• ナビゲーションバーの [◎] アイコンを左右にスライド

するとページがスクロールします。 
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• 右へ 1 ページめくるには、右⽮矢印アイコン [ ] をタッ

プします。 

• 左へ 1 ページめくるには、左⽮矢印アイコン [ ] 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。 

• ⽬目次から章を移動するには [⽬目次] をタップして⽬目次を

開き、移動先の章をタップします。 

3. ナビゲーションバーを閉じるには、ページの中央を

タップします。 

メモ：ナビゲーションバーを使⽤用中、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。 
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フォントの種類や⽂文字の⼤大きさの変更更 

読書中の⽬目への負担を軽減するために、表⽰示される⽂文字の⼤大

きさ、⾏行行揃え、⾏行行間をお好みに応じて調整できます(⼀一部の書

籍では調整できません) 。 

メモ： 

• ⽇日本語書籍は、「⾏行行間」、「余⽩白」、「⽂文字揃え」の

設定に対応していません。 

• PDF の場合、⽂文字の⼤大きさや種類の変更更はできません

が、ページ全体を拡⼤大すると読みやすくなります。 

フォントを変更更するには： 

1. 読書中にページの中央をタップし、読書メニューを

表⽰示します。 

2. フォントアイコン [ ] をタップします。 
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3. フォントの種類を変更更するには [フォント] リストか

らお好きなフォントを選択します。 

4. ⽂文字の⼤大きさを変更更するには [⽂文字の⼤大きさ] の 

[＋・ �] をタップします。 

5. ⾏行行間隔を変更更するには [⾏行行間] の [＋・�] をタップし

ます。（⽇日本語書籍には⾮非対応） 

6. スクリーン周りの余⽩白を変更更するには [余⽩白] の 

[＋・�] をタップします。（⽇日本語書籍には⾮非対応） 

7. ⽂文字配列列を変更更するには [⽂文字揃え] オプションから

お好きな配列列を選択します。（⽇日本語書籍には⾮非対

応） 

• [オフ] を選択すると 出版社のデフォルト設定の⽂文字揃

えになります。 

• [ ] ⽂文字が両端に揃います。 

• [ ] ⽂文字が左側に揃います。 
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8. 本を読みやすく設定したら、画⾯面をタップして読書

に戻ります。 

メモ：フォント表⽰示を変更更すると、電⼦子ブックリーダーが選

択した⽂文字の⼤大きさやフォントの種類を記憶し、他の本を読

む時にも同じ表⽰示を適⽤用します。 

本を閉じる 

読書を中断する時や本を読み終えた時には、次の要領領で本を

閉じます： 

• 電⼦子ブックリーダーの電源をオフにする、または、ス

リープモードにする。 

• ホーム画⾯面へ戻る、または、ライブラリページへ移動

する。 
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本を閉じると、電⼦子ブックリーダーが⾃自動的にそのページを

記憶し、次回その本を開いたときに読みかけのページを表⽰示

します。なお、読書中の本はホーム画⾯面に表⽰示されます。 
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コメントの追加・辞書の利利⽤用 

このセクションの内容 

• ⽂文字をハイライト 

• コメントの追加  

• しおりをつける（ページの端を折る） 

• 外国語対訳の照会 

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。） 

⽂文字をハイライトするには： 

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。 
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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。 

メモ：横書き⽂文書の場合、選択範囲の両端に [◎] と意

味が表⽰示されます。 

2. ハイライトアイコン [ ] をタップします。 

3. [ハイライト] をタップします。 

 

ハイライトしたすべての語句句を⾒見見るには： 

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] をタップするとハイライト表⽰示の⼀一覧が

表⽰示されます。 
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ハイライト表⽰示を削除するには： 

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。 

[書きこみ] をタップします。 

ハイライト表⽰示とコメントの⼀一覧が表⽰示されます。 

3. ハイライトを⻑⾧長押しするとメニューが表⽰示されます。 

4. [ハイライトを削除] をタップします。 

コメントの追加  

本に⾃自分のコメントを追加できます。特定の語句句を考察した

り、コメントを追加したりするのに便便利利です。 

コメントを追加するには： 
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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。 

メモ：横書き⽂文書の場合、両端に [◎] と⾔言葉葉の意味

が表⽰示されます。両端の [◎] を移動させると、より

⻑⾧長い⽂文章を選択することができます。 

3. ハイライトアイコン [ ] をタップします。  

4. [コメントの追加] をタップします。 

5. キーボードでコメントを⼊入⼒力力します。 

6. [保存] をタップします。 

コメントを削除するには： 

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。 
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3. [書きこみ] をタップします。 

4. 削除したいコメントをタップします。 

5. ページ下部のメニューアイコン [ ] をタップします。 

6. [書きこみの削除] をタップします。 

7. [実⾏行行する] をタップします。 
 

読書中にコメントを読むには： 

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。 

コメントとハイライト表⽰示の⼀一覧が表⽰示されます。 

4. コメントアイコン [ ] の横の⽂文字をタップします。 
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しおりをつける（ページの端を折る） 

紙の本にしおりをはさんだり、ページの端を折ったりするよ

うに、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。 

しおりをつけるには： 

• 読書中のページの右上をタップします。ページの右上

にしおりが表⽰示されます。 

しおりをつけたページを⾒見見つけるには： 

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. ⾒見見たいしおりをタップします。 
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5. 画⾯面下部のメニューアイコン [ ] をタップします。 

6. [ページの表⽰示] をタップします。 

辞書の利利⽤用 

kobo の電⼦子ブックリーダーには辞書機能が搭載されており、

kobo の電⼦子書籍の読書中にさまざまな⾔言語の辞書を活⽤用でき

ます。ただし、kobo 以外の電⼦子書籍では使⽤用できない場合が

あります（インターネット上で⾒見見つけた無料料の電⼦子書籍な

ど）。また、この機能は PDF には対応していません。 

単語の意味を調べるには： 

1. 本中の意味を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します。 

3. 辞書アイコン [ ]をタップします。  
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外国語対訳の照会 

kobo の電⼦子ブックリーダーには対訳辞書機能が搭載されてお

り、kobo の電⼦子書籍の読書中に単語の意味を他の⾔言語で調べ

ることができます。ただし、kobo 以外の電⼦子書籍では使⽤用で

きない場合があります。また、この機能は PDF では使⽤用でき

ません。 

単語の訳を調べるには： 

1. 本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します。  

3. 辞書アイコン  [ ]  をタップします。    

4. 画⾯面上部のドロップダウンアイコン  [ ]をタップ

します。  

5. 対訳辞書を選択します。  



	  

	  

kobo Auraユーザーガイド 49 

メモ：⾔言語によっては、辞書の追加（ダウンロード）が必要

です。 

辞書を追加するには： 

1. ホーム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。 

2. [設定] をタップします。 

3. [⾔言語] をタップします。 

4. [編集] をタップします。 

5. 追加したい⾔言語のプラスアイコン [ ] をタップし

ます。  

6. [保存] をタップします。 
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本の⼊入⼿手 

このセクションの内容 

• 新しい本の検索索 

• 本の購⼊入 

• 気になる本に追加 

• 他社電⼦子書籍ストアの本の追加 

新しい本の検索索  

電⼦子ブックリーダーでは、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。 

ストアから 

ストアのメニューから本を検索索します： 
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• [ストアトップ] — kobo の最新情報をチェックしましょ

う。 

• [関連書籍] — ライブラリの本に関連した内容の本が⾒見見

つかります。  

• [おすすめ] — あなたの好みを分析しておすすめする本

です。 

• [ジャンル] — ジャンル別のリストです。 

• [特集] — 今⼈人気の作品です。 

• [気になる本] — 気になる本に追加した本を表⽰示します。 

ストアにアクセスするには： 

1. ホーム画⾯面で [ストア] をタップします。 

2. 表⽰示されたオプションをタップします。 

おすすめから 

あなたがすでに持っている本や評価した本にもとづいて、お
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すすめの本を紹介します。電⼦子ブックリーダーを初めてセッ

トアップしたときのおすすめは空ですが、本を数冊ライブラ

リに追加すると、おすすめの本が表⽰示されるようになります。 

おすすめの本を⾒見見るには： 

1. ホーム画⾯面で [ストア] をタップします。 

2. [おすすめ] をタップします。 

3. もっと本を⾒見見るには本の表紙の横にある⽮矢印アイコ

ンをタップします。 

メモ：内容紹介を⾒見見るには本の表紙をタップします。 

本の購⼊入  

購⼊入したい本が⾒見見つかったら、[購⼊入する] をタップしてお⽀支

払いに移動します。クレジットカード、楽天スーパーポイン

ト、クーポンコードのご利利⽤用が可能です。 
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メモ：利利⽤用可能なお⽀支払い⽅方法は国によって異異なります。 

本を購⼊入するには： 

1. [購⼊入する] ボタンをタップします。 

以前に kobo でお買い物をした際に請求情報を保存済

みであれば、確認画⾯面に直接移動します。その場合は

ステップ 5 に進んでください。 

2. 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：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。 

3. [終了了] をタップし次へ進みます。 

4. ご注⽂文内容を確認します。 

5. 楽天スーパーポイントを使⽤用する場合は [楽天スー

パーポイントを使う] をタップ、クーポンコードを
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使⽤用する場合は [クーポンコードを使う] をタップし

ます。 

6. [購⼊入する] をタップします 

7. さらに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。 

気になる本に追加   

気になる本には今後購⼊入したい本を追加しておくことができ

ます。ストアで⾒見見つけた本を追加しておけば、後で⾒見見つける

のが簡単です。 例例えば、ストアで気になる本を 3 冊⾒見見つけた

ら、3 冊まとめて気になる本に追加しておきましょう。お好

きなときに購⼊入できます。  

気になる本に本を追加するには: 
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1. ストアでお買い物中に、[購⼊入する] ボタンの横に表⽰示

され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。 

気になる本を⾒見見るには： 

1. [ストア] をタップします。 

2. [気になる本] をタップします。 

• 内容紹介を読んだり、購⼊入したりするには本をタ

ップします。   

他社電⼦子書籍ストアの本の追加 

他社の電⼦子書籍を追加する場合は以下にご注意ください。 

販売⽤用の電⼦子書籍のほとんどはデジタル著作権管理理（DRM）

で著作権が保護されており、購⼊入者のみが読めるようになっ

ています。kobo 電⼦子ブックリーダーは、Adobe DRM（多くの
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電⼦子書籍ストアが採⽤用している DRM⽅方式）で著作権が保護

されている本に対応しています。 

他社ストアの電⼦子書籍であっても .acsm 拡張⼦子のファイル

（拡張⼦子が .epub や .pdf の場合は⾮非対応）であれば、Adobe 

DRM で著作権が保護されているため kobo 電⼦子ブックリーダ

ーで読むことができます。（ .acsm ファイルには電⼦子書籍の

ロックを解除するライセンス情報が含まれています。） 

kobo 電⼦子ブックリーダーで .acsm ファイルの本を読むには、

アプリケーション「Adobe Digital Editions」が必要です。この

アプリケーションから .acsm ファイルを開きライセンス情報

を読み込んで本をダウンロードし、電⼦子ブックリーダーに本

をコピーします。 
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Adobe Digital Editions のダウンロードや詳細情報については、

こちらをご覧ください： 

http://www.adobe.com/jp/products/digital-editions.html 
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EPUB、PDF、DRM について 

電⼦子書籍はさまざまなフォーマットで作製されています。

kobo 電⼦子ブックリーダーで読む書籍は、フォーマットが

EPUB または PDF のものをお求めください。 

EPUB には、kobo 電⼦子書籍ストアの kobo EPUB と、他社スト

アの EPUB があります。kobo EPUB の⼀一部の機能は、他の 

EPUB ではご利利⽤用いただけません。 

また、電⼦子書籍の中には、デジタル著作権管理理 (DRM) で保護

されているものがあります。書籍の不不正コピーを防⽌止するほ

か、ブックストアから購⼊入した書籍の著作権を保護する⽬目的

で使⽤用されています。DRM には数タイプありますが、kobo 

電⼦子ブックリーダーは、Adobe DRM で著作権保護された書籍

に対応しています。 
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読みたい本を⾒見見つけたら、以下の⽅方法で電⼦子ブックリーダー

に追加できます。 

kobo で購⼊入した本： 

• Wi-Fi ネットワークに接続し同期する。 

• 付属の USB ケーブルで PC に接続し、kobo デスクト

ップアプリから電⼦子ブックリーダーに追加する。 

メモ：詳しくは「ライブラリの同期」をご覧ください。 

Adobe DRM で著作権保護されている本： 

• 付属の USB ケーブルで PC に接続し、Adobe Digital 

Editions を使⽤用して、電⼦子ブックリーダーに追加す

る。 
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Adobe DRM で著作権保護されていない本： 

• 本を microSD カードに保存し、電⼦子ブックリーダーに

挿⼊入する。 

• 付属の USB ケーブルで PC に接続し、電⼦子ブックリー

ダーの内部メモリーに保存する。 

• 付属の USB ケーブルで PC に接続し、Adobe Digital 

Editions を利利⽤用して電⼦子ブックリーダーに追加する。 

電⼦子ブックリーダーへの追加⽅方法の詳細については、

rakuten.kobobooks.com/help のヘルプページをご覧ください。 
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Wi-Fi 接続 

このセクションの内容 

• Wi-Fi について 

• Wi-Fi のオン・オフ 

• 電⼦子ブックリーダーを Wi-Fi (ワイヤレス)ネットワー

ク に接続 

Wi-Fi について 

電⼦子ブックリーダーをWi-Fi (ワイヤレスインターネット) で

kobo に接続することができます。kobo に接続すると、ライブ

ラリを更更新したり、本を購⼊入したりできます。 

電⼦子ブックリーダー画⾯面右上の Wi-Fi アイコンで接続状態を

確認できます： 
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•  : 接続していません 

•  : Wi-Fi はオンですが、ネットワークの接続先が⾒見見

…….つかりません 

• : 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 のオン・オフ 

電⼦子ブックリーダーのバッテリーを節約したい、または電⼦子

ブックリーダーを⾶飛⾏行行機や病院で使⽤用する場合は、Wi-Fiを

オフにします。 

Wi-Fi をオン・オフするには： 

1. ホーム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。 
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2. [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。 

電⼦子ブックリーダーを Wi-Fi (ワイヤレス)ネット

ワーク に接続 

電⼦子ブックリーダーに本を追加するには、kobo オンラインに

接続する必要があります。圏内のWi-Fi ネットワークにアク

セスしてください。 

Wi-Fi ネットワークに接続するには： 

1. ホーム画⾯面の同期アイコン [ ] をタップします。 

注意：Wi-Fi への接続には時間がかかる場合があり

ます。 

2. 画⾯面に表⽰示された接続先リストからWi-Fi ネットワ

ーク名を選択してタップします。 
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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. 接続にパスワードが必要な場合は、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] をタップすると⽂文字を確認しながら⼊入

⼒力力できます。 
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ヘルプ 

お困りですか？お問合せやサポートが必要なときは、下記の

ウェブサイトをご利利⽤用ください。 

オンラインヘルプ：rakuten.kobobooks.com/help 

ヘルプページの検索索ボックスに質問内容を⼊入⼒力力すると、回答

を検索索することができます。 

安全性、規制および保証について 

kobo Aura の安全性、規制および保証に関する詳しい注意事項

は、kobo のウェブサイト (rakuten.kobobooks.com/help)をご覧

ください。 
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メモ：kobo Aura 電⼦子ブック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。kobo Auraのモデル番号の確認

⽅方法は上記のウェブサイトに記載されています。 


