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電⼦書籍リーダーについて 

このセクションの内容 
 

• 電⼦書籍リーダーの概要 
• 防⽔仕様について 
• ⽔周りでの使⽤ 
• 電⼦書籍リーダーの充電⽅法 
• 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法 
• ホーム画⾯の操作⽅法 
• 明るさの調節 
• ナチュラルライトとは 
• ナチュラルライトの調節 
• PC への接続 
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電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・解除を⾏います。 

 microUSB ポート – 電⼦書籍リー

ダーと PC を接続するには、付属の 

microUSB ケーブルをここに接続し

ます。  
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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。 
 
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。 
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• 電⼦書籍リーダーを⽔中に 60 分を超えて沈めないでな
いでください。 

 
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
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
くことができます。 
 

• 塩⽔ 
• せっけん⽔ 
• 塩素を含んだプールの⽔ 
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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。 
 

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。 
 

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。 
 
バッテリーアイコン 
 

•  充電切れ 
•  充電中 
•  ⼀部充電 
•  充電完了 
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電源アダプターでの充電 
 
電 ⼦ 書 籍 リ ー ダ ー は 、 microUSB ア ダ プ タ ー （ 5V 、
800mA）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、渡航先の電圧にあった変圧器を
必ずご⽤意ください。 
 
電源のオン・オフ 
 
電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。 
 
スリープモードが解除されると、スリープ前の画⾯（読書中
のページ、ストア、ライブラリなど）が表⽰されます。 
 
電源をオフにすると、次に電源をオンにしたときにはホーム
画⾯が表⽰されます。 
 

• 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、電⼦書籍リーダー



 

 12 

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：電源オフの画⾯が表⽰されるま

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法 
 
電源がオンの場合は、画⾯をタッチすることによって、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。覚えておくと役に⽴つ操作⽤語をご紹介しま
す。 
 

• タップ：画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が可能で
す。タップは最もよく使う操作⽅法です。 

• スワイプ：ライブラリ内の検索や、ページをめくる時に
使⽤します。 
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• ⻑押し：画⾯をタッチしたまま数秒押し続けます。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［◎］が表⽰
されます。この［◎］を動かして選択範囲を変更でき
ます。 

 
メモ：PDF やコミック誌などでは⽂字選択ができない場合が
あります。 
 
ホーム画⾯の操作⽅法 
 
ホーム画⾯には読書中の本やおすすめの本などが表⽰されま
す。ホーム画⾯では次の操作が可能です。 

 
• 同期する  同期を⾏うと、ストアで購⼊した本が電⼦書

籍リーダーに追加されるだけでなく、最新のソフトウ
ェアの確認が⾏われ、更新があれば⾃動でインストー
ルされます。電⼦書籍リーダーを最新の状態に保つこ
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とでアップグレードされた機能や新機能をお使いいた
だけます。 

• 本を購⼊ 楽天 Kobo ストアの本を検索 [ ]できま

す。 

• 本を読む   最近読んだ本や購⼊した本が表⽰され

ます。表紙をタップすると本が開きます。 

• 最後に読んだ本: 前回読んだ本は画⾯の⼀番上に表⽰
されます。 

 

ホーム画⾯に戻る 

読書中をはじめ端末上の他の画⾯にいてもホーム画⾯に戻

ることができます。 

• 読書中にホーム画⾯に戻る	 画⾯中央をタップして読

書メニューを表⽰させたあと、画⾯左上のメニューア

イコン［  ］をタップします。［ホーム］をタッ

プするとホーム画⾯が表⽰されます。 
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• その他画⾯からホーム画⾯に戻る 画⾯左上のメニュ
ーアイコン［  ］をタップしたあと、［ホーム］を
タップします。 
 

ホーム画⾯の各種アイコン 

ホーム画⾯には次のようなアイコンが表⽰されます。アイ

コンをタップすると関連した詳細メニューが表⽰されます。 

アイコン アイコンの説明 
 同期アイコン 新たに購⼊した

本の反映や、ソフトウェアの更
新確認ができます。 

 メニューアイコン 端末のメニ
ューや設定項⽬の⼀覧を表⽰で
きます。 

 明るさアイコン 画⾯の明るさ
や⾊温度を調節できます。 
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 Wi-Fi アイコン Wi-Fi の電波
状態を表⽰します。 

 バッテリーアイコン 端末の充
電状態を表します。節電設定が
可能です。 

 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 
 
ホーム画⾯からでも読書中でも明るさを調節できます。 
 

• 読書中は、画⾯の左端を上下にスワイプして調節しま
す。 
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ホーム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。 
 

ナチュラルライトとは 

 

 
ナチュラルライトは快適に本をお読みいただけるようライト
の⾊を徐々に変化させる調⾊機能です。読書していても気が
つかないぐらい⾃然に⾊が変化します。 
 
昼間は画⾯に少量のブルーライトが使われています。⽇が落
ちるにつれ画⾯は次第にブルーライトを抑えた電球⾊へと変
化していきます。 
 
昼間にブルーライトを浴びると眠くならないように、夜に浴
びると眠れなくなります。ナチュラルライトは夜になるとブ
ルーライトの量をカットして安眠をサポートしてくれます。
また、ブルーライトを抑えると、照明を落とした場所や暗闇
での読書も⽬が疲れにくくなります。 
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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、ライト

の⾊を⾃動調節してくれます。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

調節可能です。ライトの⾊を変化させたくない場合は⼿動

でナチュラルライトを調節することもできます。  

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。 
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• ライトの⾊を⼿動で調節したい場合は、［⾃動］の

横のスライダーアイコン［◎］に左側に表⽰され

ていることをご確認ください。スライダーアイコン

［◎］を太陽のマーク［ ］に近づけると、ラ

イトの⾊が昼間の読書に適した明るい⽩⾊になり、

⽉のマーク［ ］に近づけると夜間の読書に適した

柔らかなオレンジ⾊になります。 
メモ： 

• 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。 
 

PC への接続 
 
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。 
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デスクトップアプリなら 
 

• ⼤量の本をより速く電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 
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Wi-Fi 接続 

このセクションの内容 
 

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

 
電⼦書籍リーダーを Wi-Fi に接続 
 
電⼦書籍リーダー上でインターネットに接続したりストアを
利⽤したりするには、Wi-Fi 接続が必要です。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. 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。 

電⼦書籍リーダーが Wi-Fi に⾃動接続します（しばらく
時間がかかることがあります）。 

3. ワイヤレスネットワークの⼀覧が表⽰されたら、接続し
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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。［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 アイコン 
 

• : スタンバイ（省電⼒モード） 
• : オフ 
• : 良い 
• : ⾮常に良い 

 
Wi-Fi アイコンを表⽰するには、端末の同期が必要な場合が
あります。 
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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。 

Wi-Fi アイコンが画⾯上部に表⽰されます。 
 

Wi-Fi のオフ 
 
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。 
2. ［Wi-Fi: オン］の横の 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］をタップしてください。  
［Wi-Fi: オフ］と表⽰されると、Wi-Fi がオフにな
り、インターネットに接続されなくなります。 
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電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 経由で⾏う端末の同期 
• デスクトップアプリで⾏う端末の同期 

 
同期とは 
 
最新のソフトウェアへの更新をはじめ、最近購⼊した本のダ
ウンロードや他のデバイスで作成した本のしおりや書きこみ
を表⽰させるためにも、電⼦書籍リーダーを定期的に同期す
ることが⼤切です。 
 
同期する⽅法は 2 つあります。1 つは Wi-Fi を使った端末
上で⾏う同期、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
されます。ご利⽤の端末モデルにより、本のタイトル横に
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［ダウンロード］という⽂字が表⽰されるか、本の表紙にダ
ウンロードアイコン［ ］が表⽰されます。表紙をタップし
て、電⼦書籍リーダーに本をダウンロードします。 
 
Wi-Fi 経由で⾏う端末の同期 
 
ストアで新たに購⼊した本を電⼦書籍リーダーで読むには、
以下の⼿順に従って同期を⾏ってください。電⼦書籍リーダ
ーの同期を始める前に、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. 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。 

• 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 ネットワークを利⽤
できない場合は、新規に Wi-Fi ネットワークを
追加する処理が⾏われます。 
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同期後、購⼊した本がホーム画⾯とライブラリに表⽰され
ます。本の表紙をタップするだけで読書を開始できます。 
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デスクトップアプリで⾏う端末の同期 
 
デスクトップアプリ（無料）をインストールした PC に、電
⼦書籍リーダーを接続して同期することもできます。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. 電⼦書籍リーダーを、付属の USB ケーブルで PC に
接続し、［接続］をタップします。 

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。 
同期が⾏われ、ライブラリが更新されます。 

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

このセクションの内容 
 

• ライブラリの操作 
• 本の検索 

 
ライブラリの操作 
 
ライブラリでは、電⼦書籍リーダー上のすべての本を管理で
きます。 
 
購⼊した本や無料のプレビュー、コレクションにアクセスす
るには、以下のいずれかの⽅法でライブラリを表⽰します。 
 

• ホーム画⾯中央の［ライブラリ］をタップします。 
• 画⾯左上のメニューアイコン［  ］をタップした

あと、［ライブラリ］をタップします。 
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本の検索 
 
欲しい本が端末上でお買い求めいただけます。ストアの本を
探すには、検索ボックスに書名や著者名などのキーワードを
⼊⼒して検索します。 
 

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

プして検索先を選択します。 
• ストアの本を検索するには［ストア］をタップしま

す（Wi-Fi 接続が必要です）。 
• ライブラリの本を検索するには［ライブラリ］をタ

ップします。 
3. キーボードを使って、書名、著者名、またはキーワー

ドを⼊⼒します。  
⼊⼒中に検索候補が表⽰されます。 

4. 検索候補をタップして結果を表⽰するか、または［実
⾏］をタップしてすべての検索結果を表⽰します。  
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Kobo クラウドから本をダウンロード 

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 で購⼊したすべての本が保
存される容量無制限のオンラインストレージです。どの
本を電⼦書籍リーダーにダウンロードするか選ぶことが
できます。読み終わった本を端末から削除することで、
メモリーの空き容量を増やすこともできます。Wi-Fi に
接続していれば、いつでも Kobo クラウドから本をダウ
ンロードできます。 
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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
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. ライブラリを表⽰します。 
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［ ］が表⽰されます。 

2. ダウンロードする本の表紙をタップします。 
ダウンロードが始まります。 

3. 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、ダウンロード待機に追加され、
順次ダウンロードされます。表⽰形式を［リスト表⽰］
にしている場合は、ダウンロード待機中の本の横に［待
機中］と表⽰され、［表紙⼀覧］にしている場合は、本
の表紙にプログレスバーが表⽰されます。ダウンロード
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した本は、オフラインでもお読みいただけます。 
 
すべての本をダウンロード 
 
Wi-Fi ネットワークがない場所に出かけるときには、ラ
イブラリにある本をすべて電⼦書籍リーダーにダウンロ
ードしておくと便利です。例えば、出発前にすべての本
をダウンロードしておけば、旅⾏中オフラインでも読書
が⾃由に楽しめます。 
 

1. ライブラリを表⽰します。 
2. グレーバーの詳細メニューアイコン［ ］をタッ

プします。 
3. ［すべてダウンロード］をタップします。 

本がダウンロード待機に追加されます。ライブラ
リ表⽰を［リスト表⽰］にしている場合は、ダウ
ンロード待機中の本の横に［待機中］と表⽰さ
れ、［表紙⼀覧］にしている場合は、本の表紙に
プログレスバーが表⽰されます。 
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本を端末から削除する 
 
本を端末から削除しても、Wi-Fi に接続していれば、い
つでも Kobo クラウドから本をダウンロードできます。 
 

1. ライブラリを表⽰します。 
2. 端末から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。 

確認ダイアログが表⽰されます。 
4. 削除対象を選択します。 

• ［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）。 

• ［すべてのデバイスから削除］：ご利⽤のすべ
ての端末から削除します。削除した本はご利⽤
のすべての端末やアプリで表⽰されなくなりま
す。本を戻すには、ブラウザのストアから復元
する操作が必要になります。 
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5. ［削除］をタップします。 
  

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

1. ライブラリを表⽰します。 
2. グレーバーの詳細メニューアイコン［ ］をタッ

プします。 
3. ［ダウンロードの管理］をタップします。 
4. ［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。 
5. ［削除］をタップします。 
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電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 
• 本を読了に設定 
• しおりをつける 
• しおりをつけたページを表⽰ 
• ⽂字をハイライト 
• 読書中のハイライトの表⽰ 
• 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 
• コメントの削除 
• 辞書の利⽤ 
• 辞書の追加・削除 

 
  



 

 37 

ページや章の移動 
 
タップ操作だけで、章やページ間をすばやく移動できます。 
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またはスワイプし
ます。 
⼀度に複数の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します。 
2. ナビゲーションアイコン［ ］をタップします。 

• 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。 
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• ⽬次から章へ移動するには［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、画⾯をタップしま
す。 
 

フォントの種類やサイズの変更 
 
ほとんどの本で⽂字の⼤きさを変更できます。読書中の⽬へ
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
の種類や⾏間、⾏揃えを調節できます（⽇本語書籍では⼀部
⾮対応）。PDF の場合、フォントの種類やサイズは変更でき
ません。 
 

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. フォントアイコン［ ］をタップします。 
3. 任意の設定に変更します。 

• ［フォント］の横にあるドロップダウンメニューを
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タップしてフォントを選択します。 
• ［⽂字の⼤きさ］の横にあるスライダーをドラッグ

してフォントサイズを変更します。 
• ［⾏間］の横にあるスライダーをドラッグして⾏間

を調節します（⽇本語書籍では⾮対応）。 
• ［余⽩］の横にあるスライダーをドラッグして余⽩

を調節します（⽇本語書籍では⾮対応）。 
• 任意の［⽂字揃え］をタップします（⽇本語書籍で

は⾮対応）。 
 
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。 

 
本を読了に設定 
 
読み終わった本を読了に設定すると、次に開いた時、最初の
ページが表⽰されます。 
 
本を読了に設定しても、しおりや書きこみ、ハイライトは削
除されません。 
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1. ライブラリで、読了に設定したい本を選びます。 
2. 本の表紙を⻑押しします。 

メニューが表⽰されます。 
3. ［読了に設定］を選択します。 

 
しおりをつける（ページの端を折る） 
 
しおり機能を利⽤して、気にいった⽂章や後でもう⼀度読み
たいページに⽬印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 
 
しおりをつけたページは、読書メニューから簡単に表⽰でき
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
します。 

2. 画⾯下部の詳細メニューアイコン［ ］をタップし
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ます。 
3. ［書きこみ］をタップします。 
4. 表⽰したいしおりをタップします。 

 
⽂字をハイライト 
 
紙の本に蛍光ペンで線を引くように、電⼦書籍でも⽂字をハ
イライトできます（⼀部の電⼦書籍を除く）。 
 
メモ： PDF では⽂字をハイライトできません。 
 

1. ⽂中の語句を⻑押しし、軽く押しながら指を滑らせて
ハイライトしたい範囲を選択します。 

2. 画⾯から指を離すと、選択した範囲に線が引かれま
す。 
選択範囲の両端に［◎］が表⽰されます。 

3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の［◎］
を、終了位置を変更するには末尾の［◎］を動かし
ます。 

4. ［ハイライト］をタップします。
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読書中のハイライトの表⽰ 
 
読書中に、ハイライトの⼀覧を表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します。 
2. 画⾯下部の詳細メニューアイコン［ ］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、コメントの⼀覧が表⽰されま
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します。 
2. 画⾯下部の詳細メニューアイコン［ ］をタップし

ます。 
3. ［書きこみ］をタップします。 
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4. 削除したいハイライトを⻑押しします。 
メニューが表⽰されます。 

5. ［ハイライトを削除］をタップします。 
ハイライトが削除されます。 

 
コメントの追加 
 
読書中、コメントを追加できます。 
 

1. コメントを追加したい語句を⻑押しし、下線が引かれ
るまで軽く押しながら指を滑らせて選択します。 

2. 画⾯から指を離します。 
選択された語句の両端に［◎］が表⽰されます。 

3. 選択範囲の開始位置を変更するには先頭の［◎］
を、終了位置を変更するには末尾の［◎］を動かし
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⼒して、［保存］をタップ

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

1. ページ中央をタップし、読書メニューを表⽰します。 
2. 画⾯下部の詳細メニューアイコン［ ］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、コメントの⼀覧が表⽰されま
す。 

4. 表⽰したいコメントをタップします。 
 
コメントの削除 
 
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します。 
2. 画⾯下部の詳細メニューアイコン［ ］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、コメントの⼀覧が表⽰されま
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す。 
4. 削除したいコメントを⻑押しします。 

メニューが表⽰されます。 
5. ［書きこみを削除］をタップします。 

確認ダイアログが表⽰されます。 
6. ［削除する］をタップします。 
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辞書の利⽤ 
 
読書中に知らない単語が出てきたら、電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. ⽂中の調べたい単語を⻑押しして選択します。 
2. 指をページから離すと、単語の意味がダイアログボッ

クスに表⽰されます。 
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、参照する辞書を切り替えるこ
ともできます。 

 
メモ：PDF ファイルや公共図書館から借りた本、インターネ
ットで⼊⼿した無料の本の場合、辞書を使⽤できないことが
あります。 
 
辞書を閉じるには画⾯をタップします。 
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辞書の追加・削除 
 
電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
空き容量を増やしたり、他⾔語の辞書を追加したりできま
す。 
 

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. ［⾔語/辞書］をタップします。 
4. ［辞書］の［編集］をタップします。 
5. 辞書を追加または削除します。 

• 辞書を追加するには、追加したい辞書の横に表⽰さ
れたプラスアイコン［ ］をタップします。 

• 辞書を削除するには、削除したい辞書の横に表⽰さ
れたチェックマークアイコン［ ］をタップしま
す。 

6. ［保存］をタップします。 
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本の追加 

このセクションの内容 
 

• 本の購⼊ 
• ストアで検索 
• 気になる本の追加 
• 気になる本の表⽰ 

 
本の購⼊ 
 
電⼦書籍リーダー上で電⼦書籍を購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意
ください。 
 
購⼊⼿続きが完了すると、購⼊した本がホーム画⾯に表⽰さ
れます。 
 

1. ホーム画⾯左下のストアをタップするか、または画⾯
左上のメニューアイコン［ ］をタップしたあと、
［ストア］をタップしてストアへ移動します。 
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2. 希望のジャンルをタップします。ジャンルをもっと表
⽰させるには［すべて］をタップします。 

3. 購⼊したい本を⻑押しして［購⼊する］をタップする
か、または本をタップして詳細画⾯を確認してから
［購⼊する］をタップします。 

4. 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、ステップ 7 に進んでください。 

5. 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、住所はクレジットカード登録住所を⼊⼒してくだ
さい。楽天スーパーポイントでお⽀払いの場合も住所
の⼊⼒が必要です。 

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。 
8. 楽天スーパーポイントやクーポンコードを利⽤したい場

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、必要事項を記⼊して
ください。 
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メモ：クーポンコードはキャンペーン参加出版社の対
象書籍にのみ適⽤可能です。クーポンコードをご利⽤
の場合は、通常の購⼊⼿続きにお進みください。 

9. ［確認］をタップします。 
10. 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。 
メモ：購⼊した本がホーム画⾯に表⽰されない場合
は、同期アイコン［ ］をタップします。 

 
ストアで検索 
 
ストアでは、ジャンルやピックアップ書籍などから本を探す
ことができます。ストアをご利⽤の際は Wi-Fi に接続されて
いることをご確認ください。 
 

1. 任意の⽅法でストアへ移動します。 
2. 本を探します。 

• 検索ボックスを使って、書名や著者名で検索ができ
ます。 
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• 画⾯上部の［ストアトップ］またはドロップアイコ
ン[ ]をタップすると、より詳細にストアメニュ
ーが表⽰されます 

 
気になる本の追加 
 
あとで購⼊したいと思った本は、その本のプレビューを［気
になる本］に保存しておくことができます。 
 

1. ストアで読んでみたい本が⾒つかったら、⻑押しし
て［＋気になる本］をタップします。本の詳細画⾯
を表⽰している場合は、詳細メニューアイコン 
[ ] をタップし、［＋気になる本］ をタップし
ます。 

 
メモ：プレビューがない本もあります。 
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気になる本の表⽰ 
 
［気になる本］に追加したプレビューは、電⼦書籍リーダー
でお読みいただけます。 
 

1. 画⾯左上のメニューアイコン [ ] をタップします。 
2. ［気になる本］をタップします。 

 
保存したプレビューが⼀覧表⽰されます。通常の読書と同じ
ように、本の表紙または書名をタップしてプレビューを開い
てください。プレビュー最後のページから購⼊することもで
きます。 
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トラブルシューティング 

このセクションの内容 
 

• 困ったときは 
• ログイン情報の確認 
• アカウントの修復 
• 電源をオフにする 
• 端末の充電 
• ログインし直す 
• デバイスのリセット 
• デバイスのリセット（⼿動） 

 
困ったときは 
 
お使いの電⼦書籍リーダーに問題が発⽣した場合、以下をお
試しください。 
 

• ログイン情報を確認  ログイン時のメールアド

レスが正しく⼊⼒されているか再確認しましょ
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う。アカウント登録時にもスペルミスをしてい

ないかお確かめください。 

• アカウントを修復する 購⼊した本が電⼦書籍

リーダーに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。 

• 電源をオフにする 電⼦書籍リーダーがうまく

機能しない場合は、電源を⼊れ直してください。 

• 電⼦書籍リーダーを充電する 1 時間ほど充電

後、電源を⼊れ直してください。 

• ログアウトする ログインし直すだけでも⼀般

的な問題が解消できます。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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• デバイスをリセットする ログインし直しても

問題が解決しない場合は、デバイスのリセット

をお試しください。 

 
ログイン情報の確認 
 
同期しても購⼊した本が表⽰されない場合は、ログインした
メールアドレスが会員登録時に使⽤したアドレスと同じかど
うかを今⼀度お確かめください。 
 

端末上でログイン情報を確認するには	

 

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. ［アカウント］をタップします。 
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4. ［楽天 Kobo］の下に表⽰されているメールアド

レスが正しく登録されスペルミスなどがないかご

確認ください。 

• 楽天 Kobo の利⽤登録時のメールアドレスか確認 

複数メールアドレスをお持ちの場合は、楽天

Kobo の利⽤登録時に使⽤したアドレスかどうか

ご確認ください。 

• 本を購⼊時に使⽤したメールアドレスか確認 	  

楽天 Kobo で本を購⼊されると、購⼊した本の題

名、価格、注⽂番号を記載した確認メールがご登

録アドレス宛に届きます。本端末にログインした

メールアドレスと購⼊確認メールが届いたメール

アドレスが同⼀かどうかご確認ください。 
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アカウントの修復 
 
本端末において本が表⽰されないなどの問題が⽣じた場合

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。ライブラリにダウンロードされている本の数が多

い場合は、完了までに時間がかかることがあります。 

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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アカウントの修復を実⾏しても問題が解決されない場合は、

ログインし直してください。 

 
電源のオフ 
 
電⼦書籍リーダーが反応しない、または操作が不能となった
場合、電源を⼀旦オフにして、再度オンにします。 
 

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。 
 
フリーズしてオフにできない場合は、電⼦書籍リーダーの充
電をお試しください。 
 
 



 

 59 

電⼦書籍リーダーの充電 

 
電⼦書籍リーダーを再起動できない場合は、製品に付属の

microUSB ケーブルを使って充電してください。 

 

1. 付属の microUSB ケーブルを使⽤して電⼦書籍

リーダーと PC を接続します。 

2. PC の電源をオンにします。 

電⼦書籍リーダーが再起動するまで数分お待ちください。

電⼦書籍リーダーを⻑期間使⽤していなかった場合は、バ

ッテリー不⾜の可能性があります。最低でも 1 時間は充

電してから電源をオンにするようにしてください。 
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ログインし直す 
 
コンテンツのエラーが発⽣している場合は、⼀度ログアウト
してから再度ログインしてみましょう。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。 

 
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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電⼦書籍リーダーにインポートした本やドキュメント
は Adobe Digital Editions を使⽤してバックアップを
⾏うか、またはパソコンに⼿動で移動することをおす
すめします。楽天Koboストアで購⼊した本はリセッ
ト後にダウンロードできますのでバックアップは不要
です。 
 

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］をタップします。  
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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 時間充電
してください。 
 

1. いずれかの⽅法で電⼦書籍リーダーを充電します。 
• 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。 

• 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。 
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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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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。 


