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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を充電する 

• タッチスクリーンを使う 

• スリープモードとスリープ解除 

• ライトを使う 

• PCに接続する 
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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 

電源のオン･オフ切切り替えやスリー

プモードにするには電源ボタンをス

ライドします。 

 
microSD カードス

ロット 

microSD カードを使⽤用すると、電⼦子

ブックリーダーでさらに多くの本を

読むことができます。 

 ライトボタン 

暗い場所で読書する際、ライトボタ

ンを押して画⾯面ライトをオンにしま

す。 

 microUSBポート 

充電したり本を追加したりするに

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。 
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 リセットホール 

クリップなどを差し込み、電⼦子ブッ

クリーダーをリセットすることがで

きます。 

電⼦子ブックリーダーを充電する 

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。 

 

充電中は、電⼦子ブックリーダーの画⾯面右上にバッテリーアイ

コンが表⽰示されます。 
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バッテリー 

アイコン 
意味 

 バッテリー残量量がありません。 

 バッテーを充電中です。 

 バッテリーが途中まで充電できました。 

 バッテリーの充電が完了了しました。 

読書メニュー上部にバッテリーアイコンがあります。読書中

に読書メニューを表⽰示するには、ページの中央をタップしま

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。 

タッチスクリーンを使う 

電⼦子ブックリーダーの画⾯面を指で軽くタッチするだけで、本

を開く、ページをめくる、アイテムを選択するなど、いろい
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ろな操作ができます。他にも下記のような便便利利な操作⽅方法が

あります。 

タップ 

最も多く使⽤用する操作です。スクリーンを軽くタップするだ

けで、本を開く、ページをめくる、メニューを選択するなど

の操作ができます。 

スワイプ 

本のページをめくる操作です。画⾯面の左端に指をおき、すば

やく右にドラッグします。横書き作品の場合は、画⾯面の右端

に指をおき、すばやく左にドラッグします。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。前に戻りたい場合

は逆向きにスワイプします。 
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ダブルタップ 

ダブルタップするには、画⾯面を２回すばやくタップします。

PDF を読む場合は、ダブルタップで拡⼤大することができます。

再度度ダブルタップすると縮⼩小します。 

プレス ＆ ホールド 

｢⻑⾧長押し｣とも呼ばれる操作で、画⾯面をタッチしたまま押し続

けます。この操作で、読んでいる本の中の⽂文字を選択するこ

とができます。画⾯面上の選びたい⽂文字をタッチし、そのまま

しばらく指を静⽌止します。指を放すとタッチしていた部分が

ハイライトされます。（横書き作品の場合、アンダーライン

の両端に 2つの涙型のハイライティングツールが表⽰示されま

す。このハイライティングツールをドラッグすることで、選

択範囲を変更更することができます。）ただし、PDFやコミッ

クなど、⽂文字選択ができない本もあります。 
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メモ：ただし、PDFやコミックなど、⽂文字選択ができない本

もあります。 

ドラッグ 

PDFを拡⼤大して読む場合、ドラッグすることでページ上を⾃自

由に移動し全体を読むことができます。画⾯面をタッチしたま

ま指を動かすとページが指と同じ⽅方向に動きます。 

スリープモードとスリープ解除 

電⼦子ブックリーダーを使⽤用しない時、電源をオフにするかス

リープモードにすると、バッテリーが⻑⾧長持ちします。 

スリープモードと電源オフの違い：スリープモードは、解除

すると読書中のページ、買い物中の画⾯面、ライブラリなど、

電⼦子ブックリーダーに表⽰示した最後の画⾯面に直接戻ります。

電源をオフからオンにするとホーム画⾯面に戻ります。 
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もうひとつの⼤大きな違いは、画⾯面を回復復するのにかかる時間

です。電源をオフした状態から回復復するのに約 25秒かかるの

に対し、スリープモードから回復復するにかかる時間はおよそ

1,2秒です。 

また、電⼦子ブックリーダーをスリープモードにすると、ライ

ブラリの同期やWi-Fi 接続などを妨げることがあります。 

 

電源をオンにするには： 

• 電源スイッチをスライドし、電⼦子ブックリーダーがオ

ンになるまでホールド（スライドしたままに）します。 
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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、電⼦子ブックリーダーがオ

フになるまでホールド（スライドしたままに）します。 

スリープモードにするには： 

• 電源スイッチをスライドし、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、すぐに指を放します。 

ライトを使う 

電⼦子ブックリーダーの内蔵ライトを使うと、暗い場所や薄暗

いところでも本が読めます。明るさはお好みに合わせて調節

することができます。 
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ライトをオンまたはオフにするには： 

• 電源ボタンの横にあるライトボタンを押します。 

ライトの明るさを調節するには： 

1. 画⾯面上部のメニューアイコン  をタップします。 

2. 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. 終わったら  をタップします。 
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PCに接続する 

ストアを⾒見見るなど、Wi-Fiネットワークを使⽤用して電⼦子ブッ

クリーダーから⾏行行う操作の多くは、koboデスクトップアプリ

を使っても⾏行行うことができます。また、PC接続時には、kobo

デスクトップアプリで電⼦子ブックリーダーを管理理することも

可能です。容量量の⼤大きい本や漫画がたくさん⼊入ったライブラ

リをダウンロードする場合など、お使いのWi-Fiネットワー

クのスピードによっては、koboデスクトップアプリを使⽤用し

たほうが速い場合もあります。  

koboデスクトップアプリで他にこんなこともできます： 

• PCで本を読む 

• 本を管理理する 

• ストアで本を検索索したり、プレビューを読んだり、本

を購⼊入する 
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これらは電⼦子ブックリーダーから直接⾏行行うこともできます。 

これらの操作は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。詳しくは「本を⼿手に⼊入れる」のページをご覧くだ

さい。 

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

問は、http://rakuten.kobobooks.com/helpのヘルプをご覧くださ

い  
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ライブラリを使う 

このセクションの内容 

• ホーム画⾯面 

• ライブラリ 

• 本を検索索する 

• kobo クラウドを使う 

• kobo クラウドから電⼦子ブックリーダーに本をダウンロ

ードする 

• 本を端末から削除する 

• ライブラリのカスタム本棚を使う 

• 本を削除する 
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ホーム画⾯面 

セットアップ後、電⼦子ブックリーダーの電源をオンにすると

まず最初に表⽰示されるのがホーム画⾯面です。ホーム画⾯面から、

最近読んだ本を⾒見見たり、ストアへ⾏行行くことができます。 

kobo Aura HDで読書やウェブブラウジングしている際、画⾯面

上部のホームアイコン  をタップすればすぐにホーム画⾯面

へ移動できます。 

ホーム画⾯面には、最近読んだ本が左コラムに表⽰示されます。 

ホーム画⾯面上のアイテムは、最近のアクティビティがタイル

ごとに整理理されて⾒見見つけやすくなっています。  

探しているものが素早く⾒見見つけられるように、タイルには 2

⾊色あります： 
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• グレーのタイル：読書中の本、バッジ、本棚、Reading 

Lifeなど、ライブラリに関するコンテンツ。  

• ブラックのタイル：関連した本やおすすめなど、スト

アに関するコンテンツ。 

タイルをタップするとインタラクトできます。   

タイルの上部には検索索バーがあります。この検索索バーを使っ

て、ライブラリやストアで探している本を⾒見見つけることがで

きます。 

ライブラリ 

ライブラリには、これまでに購⼊入した本、新聞、雑誌、ダウ

ンロードしたプレビュー、作成した本棚が表⽰示されます。電

⼦子ブックリーダーの本を読んだり管理理するにはライブラリか

ら⾏行行います。  
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ライブラリの中には次の項⽬目があります： 

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. ライブラリエリアのうちひとつを選択します。 

• 本 — ライブラリ内の本とドキュメントを表⽰示します。 

• ブレビュー— 電⼦子書籍リーダーに追加した新しいプレ

ビューの抜粋を表⽰示します。 

• コレクション ̶— 書籍や記事などをご希望のカテゴリ

ーに整理理できます。例例えば、料料理理本に関するコレクシ

ョンを作成し、料料理理関連の書籍のみをコレクションに

集めることができます。 

• Pocketの記事— 電⼦子書籍リーダーで後から読みたいウ

ェブサイトの記事を保存できます。例例えば、ラップト

ップでウェブページを閲覧しているときに興味深い記

事を⾒見見つけた場合は、記事リストに追加して、電⼦子書

籍リーダーで読むことができます。 
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• Kobo コレクション ̶— Kobo コレクションには、お客

様が購⼊入した書籍に関するオリジナルコンテンツが表

⽰示されます。ここでは、関連する書籍や記事などをご

覧いただけます。電⼦子書籍リーダーに Kobo コレクシ

ョンを追加すると、このメニューが表⽰示されます。

Kobo コレクションは、Kobo ウェブサイトや電⼦子書籍

リーダーから追加できます。 

本を検索索する  

ホーム画⾯面から本を⾒見見つけるには： 

1. 画⾯面上部の検索索バーをタップします。 

2. どこを検索索したいか選択します： 

• 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。） 

• 電⼦子ブックリーダーの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。  
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3. キーボードで、書名、著者名、またはキーワードを⼊入

⼒力力すると電⼦子ブックリーダーが検索索結果を表⽰示します。

⼊入⼒力力途中で絞り込まれた検索索候補をタップして進むこ

ともできます。 

kobo クラウドを使う 

kobo Cloudには koboで購⼊入したすべての本がオンラインで保

管されています。ストアで購⼊入した本はすべて⾃自動的にこの

kobo Cloudに保存されます。kobo Cloudを使⽤用すれば、ライ

ブラリがどんなに⼤大きくなっても、コンテンツを無限に保存

することができます。ライブラリに本を 50冊持っていても、

電⼦子ブックリーダーには、例例えば 10冊だけダウンロードする

ことができます。これによって電⼦子ブックリーダーに空き容

量量が増えるため、新しい本を追加して読むことができます。  
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読みたくなったときに、電⼦子ブックリーダーのライブラリを

開き、読みたいものをダウンロードします。 

 kobo クラウド上の本を読みたくなったら、電⼦子ブックリーダ

ーのライブラリ画⾯面からダウンロードすることができます。 

電⼦子ブックリーダーに新しい本を追加する空き容量量がない場

合は、不不要な本を端末から削除してください。端末から削除

した本はkobo クラウドに残っているため、読みたいときにま

たすぐ読むことができます。 

メモ：microSDカードから読み込んだ（サイドロードした）

本や⽂文書を kobo クラウドに保管することはできません。  

これまでに 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セット

アップすると、最近読んだり、購⼊入した 5冊が⾃自動的にダウ

ンロードされます。これを「更更新」または「同期」と呼びま
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す。kobo Cloudに保存されているそれ以外の本は、いつでも

好きなときにダウンロードできます。 

ホーム画⾯面から、Wi-Fi で電⼦子ブックリーダーを同期するに

は： 

• 同期  をタップします。  

kobo クラウドから電⼦子ブックリーダーに本をダ

ウンロードする 

ライブラリのアイテムをダウンロードするには、電⼦子ブック

リーダーでワイヤレス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い、読みたいアイテムを選択し

ます。選択した本、雑誌、漫画は、選択した順にダウンロー

ド待機します。  
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ダウンロード前であれば、アイテムをダウンロード待機から

削除することができます。 

ダウンロードした本は表紙が表⽰示され、kobo クラウドに保存

されている本の表紙にはダウンロードアイコン   が表⽰示され

ます。 

メモ：⼀一度度に複数の本をダウンロード待ちにすることが可能

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  の表⽰示がある本でダウン

ロード待機をキャンセルしたい本をタップします。 

ダウンロード待機から本を削除するかどうか確認を求

められます。 

2. [はい] をタップします。 
 

まだダウンロードされていないアイテムにはダウンロードア

イコン  が表⽰示されるため、ダウンロード中のアイテムと
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kobo Cloudにダウンロード待機中のアイテムが簡単に確認で

きます。   

      
 
Wi-Fi 接続を使って、ホーム画⾯面から電⼦子ブックリーダーに

本をダウンロードするには：    

1. [ライブラリ] をタップします。 

2. [本] をタップします。 

3. ダウンロードアイコン  の表⽰示がある表紙または

書名をタップします。 

4. 必要であれば、Wi-Fi に接続します。 

選択した本がダウンロードされます。 
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メモ：ダウンロード中にWi-Fi接続が中断された場合は、ホ

ーム画⾯面の同期アイコン  をタップするとダウンロードを

継続します。 

メモ：PCと kobo デスクトップアプリを使って本をダウンロ

ードまたは端末から削除する場合は、kobo デスクトップアプ

リを使って kobo クラウドを管理理するをご覧ください。 

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、電⼦子書籍

リーダーの空き容量量を増やすことができます。端末から削除

した本のコンテンツは、電⼦子書籍リーダーから取り除かれ、

その分メモリーに空きができます。ただし、端末から削除し

た本の表紙はライブラリに残ります。  

ホーム画⾯面で本を⼀一冊ずつ端末から削除するには： 

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. 端末から削除したい本の表紙または書名をプレス & ホ

ールドします。 

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。電⼦子ブックリー

ダー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。 

2. [本] をタップします。 
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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. ダウンロードした kobo 書籍の横の [すべて削除] をタ

ップします 。 

6. [削除] をタップします。 

電⼦子書籍リーダーからすべての本のコンテンツが削除

されます。 
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本を削除する 

読み終わった本は、電⼦子ブックリーダーや kobo アカウントか

ら削除することができます。これは kobo の他のアプリを使⽤用

しても、これらの本にアクセスできなくなることを意味しま

す。   

本を電⼦子ブックリーダーから削除するのと、kobo アカウント

から削除するのは異異なります。本を電⼦子ブックリーダーから

削除しても、再度度ダウンロードすればまた読むことができま

す。kobo アカウントから削除した本は、電⼦子ブックリーダー

と kobo アカウントから取り除かれ、もう読むことができなく

なります。 

本を「削除」した場合でも⼼心配はいりません。削除した本を

また読みたくなったら、kobo.com にログインして、「マイア
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カウン」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。 

3. 削除したい本の表紙または書名をプレス & ホールドし

ます。 

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. kobo アカウント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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本を削除する 

読み終わった本は、電⼦子ブックリーダーから削除することが

できます。kobo電⼦子ブックリーダーのライブラリから削除し

た本は、ウェブサイトのライブラリや他のアプリからも削除

されます。 

｢削除｣と｢端末から削除｣は異異なります。｢削除｣した本はライ

ブラリから取り除かれ、もう読むことができなくなります。

本を｢端末から削除｣すると、本の表紙はライブラリに表⽰示さ

れ、再度度ダウンロードすればまた読むことができます。  

削除した本をまた読みたくなったら、お持ちの PCから

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

の中のアカウント設定画⾯面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. 削除したい本の表紙または書名をプレス&ホールドし

ます。 

メニューが表⽰示されます。 

4.  [本の削除] をタップします。 

5. [はい] をタップします。   
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電⼦子ブックリーダーで本を読む 

このセクションの内容 

• 本を読む 

• ページをめくる、移動する 

• ⽂文字表⽰示を変更更する 

• 本を閉じ、しおりをはさむ 

• Beyond the bookを使う 

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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ページをめくる、移動する 

読んでいる本の中を簡単に移動することができます。ページ

をめくるにはページの右または左をタップするか、スワイプ

します。 

⼀一度度に数ページ移動するには： 

• 別のページや章へ移動するには、ナビゲーションバー

を使⽤用します。 

• ⽬目次では、章の⼀一覧を閲覧できるだけでなく、各章へ

直接移動することができます。 

ナビゲーションバーを使って本の中を移動するには： 

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。 
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• ナビゲーションバーの円形アイコンを右にスライ

ドすると右⽅方向へ、左にスライドすると左⽅方向へ

ページがスクロールします。 

• 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。 

• 章単位で移動するには、右ジャンプアイコン や

左ジャンプバックアイコン  をタップします。 

3. ナビゲーションバーを⾮非表⽰示にするには、ページをタ

ップするか、ナビゲーションバーの端にある [ ] 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。 

⽬目次を使って各章へ移動するには： 

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。 
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2. 本アイコン  をタップします。 

3. メニューから[⽬目次] を選択します。 

4. 章のタイトルをタップするとその章が開きます。 

メモ： ⽬目次のない本やドキュメントもあります。 

⽂文字表⽰示を変更更する 

読書中、⽬目に負担をかけない読みやすいサイズ、⾏行行揃え、⾏行行

間に、⽂文字を調整することができます。電⼦子ブックリーダー

で読むほとんどの本は、いくつかの⽂文字サイズが使⽤用できる

ようになっています。 

メモ：  

• ⽇日本語書籍では、⾏行行揃え、⾏行行間、余⽩白を設定すること

はできません。 

• PDFの場合、 ⽂文字サイズやスタイルを変更更することは

できませんが、拡⼤大すると読みやすくなります。 
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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. ⽂文字アイコン  をタップします。 

3. ⽂文字のスタイルを変更更するには、フォントの種類リス

トからフォントを選択します。 

4. ⽂文字サイズを変更更するには、⽂文字の⼤大きさの＋・－を

タップします。 

5. ⾏行行の間隔を変更更するには、⾏行行間の＋・－をタップしま

す。（⽇日本語以外の書籍のみ） 

6. スクリーンの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。（⽇日本語以外の書籍のみ） 

7. ⽂文字の配列列を変更更するには、⽂文字揃えのオプションか

らひとつ選択します：（⽇日本語以外の書籍のみ） 

• オフ  出版社のデフォルト設定の⽂文字揃えになりま

す。 

•  ⽂文字が左右に揃います。 



kobo Aura HD ユーザーガイド    40 

•  ⽂文字が左側に揃います。 

8. 本を読みやすくカスタマイズしたら、画⾯面をタップし

て読書に戻ります。 

メモ： 

• ⽂文字表⽰示を変更更すると、電⼦子ブックリーダーがあなた

のお好みの⽂文字サイズやスタイルを記憶し、他の本を

読む時にも同じ⽂文字表⽰示を適⽤用します。 

本を閉じ、しおりをはさむ 

本を読み終わったら、以下の⽅方法で本を閉じます： 

• 電⼦子ブックリーダーの電源をオフにするか、スリープ

モードにする。 

• ホーム画⾯面へ戻るか、他の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、次回その本を開くと、最後に開いたページからすぐ

に読書を始められます。 

読書中の本はホーム画⾯面に表⽰示されます。読み終わってホー

ム画⾯面に表⽰示したくない本は下記の⽅方法で閉じてください： 

1. ライブラリの本から、ホーム画⾯面に表⽰示したくない本

を⾒見見つけます。 

2. 本の表紙をプレス&ホールドします。 

メニューが表⽰示されます。 

3.  [読了了に設定] を選択します。 
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Beyond the bookを使う 

Beyond the book を使うと、著者の伝記、引⽤用、関連書籍など、

読書体験で新たな⾯面を発⾒見見できます。  

Beyond the book のコンテンツは kobo コレクションに表⽰示さ

れます。kobo コレクションはあなたのライブラリの内容にも

とづいてコンテンツをセレクトするので、読書⽣生活がさらに

魅⼒力力的なものになります。Beyond the book メニューのアイテ

ムをタップすると、kobo コレクションのページが表⽰示され、

選択したアイテムの詳しい情報をご覧いただけます。 

例例えば、Beyond the book メニューで著者名をタップすると、

著者の伝記、⼈人気の⾼高い作品などが表⽰示されます。 

読書中に kobo コレクションのコンテンツを⾒見見るには： 

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。 
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2. Beyond the Book アイコン をタップします。 

利利⽤用可能なコンテンツがある場合は、読んでいる本に

関連するアイテムが表⽰示されます。 

メモ：読んでいるページで Beyond the book のキーワ

ードをハイライト表⽰示したい場合は、[Show in book] 

チェックボックスを選択します。 

3. Beyond the book メニューのアイテムをタップします。 

タップしたアイテムの kobo コレクションのコンテン

ツが表⽰示されます。 
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⽂文字を書き込む、単語を調べる、 

翻訳する 

このセクションの内容 

• ⽂文字をハイライト表⽰示する 

• コメントを使う 

• ページの端を折ってマークする（しおり） 

• 辞書を使う 

• 単語を翻訳する 

⽂文字をハイライト表⽰示する 

紙の本にハイライト表⽰示を使うように、電⼦子ブックでも⽂文字

をハイライト表⽰示できます。（⼀一部電⼦子ブックを除く。） 
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⽂文字をハイライト表⽰示するには： 

1. 本のページ上の⾔言葉葉をプレス ＆ ホールド（⻑⾧長押し）

すると、⾔言葉葉がアンダーラインされます。  

2. 指をページから離離すと、⾔言葉葉の両端に２つの丸と、⾔言

葉葉の意味が表⽰示されます。 

3. ハイライトしたい部分まで、両端の丸をそれぞれドラ

ッグします。 

4. ハイライトアイコン  をタップします。 

5. [ハイライト] をタップします。 

ハイライトした⽂文字を⾒見見るには： 

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. 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] を選択します。 

ハイライト表⽰示を削除するには： 

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。 
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2. ページ下部のメニューアイコン  をタップします。 

3. メニューから [書きこみ] を選択します。 

4. ハイライトをプレス&ホールドします。 

メニューが表⽰示されます。 

5.  [ハイライトを削除] をタップします。 

コメントを使う   

読んでいる本に⾃自分のコメントを追加することができます。

読んでいる内容をじっくりと考えたり、後で振り返ったりす

るのに便便利利です。 

コメントを追加するには： 

1. 本のページ上の⾔言葉葉をプレス ＆ ホールド（⻑⾧長押し）

すると、⾔言葉葉がアンダーラインされます。 

2. 指をページから離離すと、⾔言葉葉の両端に２つの丸と、⾔言

葉葉の意味が表⽰示されます。 
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3. ハイライトしたい部分まで、両端の丸をそれぞれドラ

ッグします。 

4. ハイライトアイコン  をタップします。 

5. [コメントを追加] をタップします。 

6. キーボードを使ってコメントを⼊入⼒力力します。 

7. [保存] をタップします。 

メモを削除するには： 

1. 読書中の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。 

4. 削除したいメモをタップします。 

5. 画⾯面下のメニューアイコン  をタップします。 

6. [書きこみを削除] をタップします。 

7. [実⾏行行する] をタップします。 
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読書中にメモを読むには：  

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。 

本にハイライトした個所とコメントがすべて⼀一覧表⽰示

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。 

ページの端を折ってマークする（しおり） 

紙の本でページの端を折って印をつけるのと同様に、興味深

い個所や、後でもう⼀一度度読みたい部分をマークすることがで

きます。   

ページの端を折るには： 

• 読書中のページの右上をタップすると、ページ右上の

端が折れ曲がります。   



kobo Aura HD ユーザーガイド    49 

ページの端を折った個所を⾒見見つけるには： 

1. 読書中のページの中央をタップします。 

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。 

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。 

辞書を使う 

kobo の電⼦子ブックリーダーには辞書機能（提供：⼤大修館書店）

が内蔵されており、koboの電⼦子ブックを読む際に使⽤用するこ

とができます。kobo 以外の電⼦子ブックでは辞書機能が使⽤用で

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。 

単語の意味を調べるには： 
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1. 本のページ上の調べたい単語をプレス ＆ ホールド

（⻑⾧長押し）します。 

2. 指をページから離離すと、単語の意味が表⽰示されます。 

ページの上部または下部に、単語の意味が表⽰示されま

す。 

メモ：範囲選択後に単語の意味が表⽰示されない場合は、左下

の辞書アイコンから［辞書］をタップします。 

単語を翻訳する 

kobo の電⼦子ブックリーダーには翻訳機能（提供：⼤大修館書店）

が内蔵されており、koboの電⼦子ブックを読む際に使⽤用するこ

とができます。kobo以外の電⼦子ブックでは翻訳機能が使⽤用で

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。 

単語を他の⾔言語に翻訳するには： 
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1. 本の中の翻訳したい単語をタップ ＆ ホールドでハイ

ライトします。 

2.  [翻訳] をタップします。 

3. 画⾯面上部のドロップダウンアイコン  をタップしま

す。 

4. 翻訳⾔言語を選択します。 

メモ：⾔言語によっては、ダウンロードが必要な辞書もありま

す。 

ホーム画⾯面から、辞書をダウンロードするには： 

1. 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。 

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。 



kobo Aura HD ユーザーガイド    52 

5. 電⼦子ブックリーダーに追加したい辞書の横にある、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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本を⼿手に⼊入れる 

このセクションの内容 

• 新しい本を⾒見見つける 

• 本を購⼊入する 

• 気になる本を使う 

• 他の電⼦子ブックストアで購⼊入した本を追加する 

新しい本を⾒見見つける   

新しい本を探してみてはいかがですか？   電⼦子ブックリーダ

ーから本を検索索し、購⼊入することができます。  

ストアを使う  

ストアをブラウズする⽅方法はいくつかあります：  

• ストア — Kobo の最新書籍をチェックしましょう。 
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• 関連書籍 — ライブラリにある本と同じような本が⾒見見

つかります。  

• おすすめ — あなたのお好みにもとづいたおすすめの

本です。 

• ジャンル — 書籍ジャンルのリストです。 

• 特集 — ⼈人気書籍をご覧ください。 

• 気になる本 — 気になる本に追加したアイテムのリス

トです。 

ホーム画⾯面からストアにアクセスするには： 

1.  [ストア] をタップします。 

2. オプションを選択してタップします。 

おすすめを⾒見見る 

あなたがすでに持っている本や評価した本に基づいて、おす

すめの本を紹介しています。電⼦子ブックリーダーを今回初め
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てセットアップされた場合、本を数冊追加するとおすすめが

表⽰示されるようになります。  

ホーム画⾯面からおすすめの本を⾒見見るには： 

1. [ストア] をタップします。  

2. [おすすめ] をタップします。 

3. さらに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。 

本を購⼊入する   

購⼊入したい本が⾒見見つかったら、[今すぐ購⼊入] をタップすると、

お会計に移動します。VISA, Master, JCB, Dinersカード、楽天

スーパーポイント、楽天キャッシュ、のご利利⽤用が可能です。

クーポンコードをご利利⽤用の場合は、お会計中に⼊入⼒力力し割引を

受けることができます。 
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メモ： 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. [今すぐ購⼊入] をタップします。 

以前に買い物をした際にクレジットカード情報を保存

した場合は、ステップ５の確認画⾯面へ直接進んでくだ

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： この住所はクレジットカードに関連付けられま

す。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. クーポンコードを使⽤用する場合は [クーポンコードを

追加] をタップします。 

6. [今すぐ購⼊入] をタップします。 
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7. 他の本を購⼊入する場合は [買い物を続ける] をタップし、

ホーム画⾯面に戻るにはホームボタンを押します。 

[気になる本] を使う   

[気になる本] には今後購⼊入したい本を登録しておくことがで

きます。たとえば、購⼊入したい本が何冊かある場合、[気にな

る本] に追加しておけば、後で購⼊入する際に便便利利です。  

[気になる本] に本を追加するには： 

1. ストアで買い物中に、購⼊入ボタン横のドロップダウン

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. [気になる本に追加] をタップします。 
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• 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。   

他の電⼦子ブックストアで購⼊入した本を追加する 

ほとんどの有料料電⼦子ブックはデジタル著作権管理理（DRM）で

著作権保護され、あなただけが読むことができるようになっ

ています。kobo 電⼦子ブックリーダーでは、koboイーブックス

トアで購⼊入いただいた本の他に、他の電⼦子ブックストアで購

⼊入された Adobe DRMで著作権保護されている本も読むこと

ができます。 

他のブックストアの電⼦子ブックが .acsm拡張⼦子のファイル

（EPUBや PDF拡張⼦子ではなく）であれば、Adobe DRMで

著作権保護されています。.acsmファイルは電⼦子ブックをロッ

ク解除するライセンス情報を含んでいます。 
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kobo電⼦子ブックリーダーでこのような本を読むには、Adobe 

Digital Editionsアプリケーションの使⽤用が必要です。このア

プリケーションを使うと .acsmファイルを開き、ライセンス

情報を読み込み、本をダウンロードし、電⼦子ブックリーダー

に本をコピーすることができます。 

Adobe Digital Editionsのダウンロードやさらに詳しい情報を⾒見見

るには、こちらをご覧ください： 

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

電⼦子ブックにはいろいろなフォーマットがあります。kobo電

⼦子ブックリーダーで読む本をお探しの際は、EPUBまたは

PDFフォーマットのものをお求めください。  

EPUBには、koboイーブックストアの kobo EPUBと、kobo

以外のストアの EPUBがあります 

また、DRM（デジタル著作権管理理）で保護されている本があ

ります。書籍の不不正コピーを防⽌止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。koboストアで購⼊入いただ

いた本の他に、他の電⼦子ブックストアで購⼊入された Adobe 

DRMで著作権保護された本を読むことができます。 

下記の⽅方法で、読みたい本を電⼦子ブックリーダーへ移動でき

ます： 
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• 電⼦子ブックリーダーをWi-Fi  でインターネット接続す

る 

• microUSBケーブルで PCに接続して、kobo デスクト

ップアプリを使う 

• microUSBケーブルで PCに接続して、Adobe Digital 

Editionsを使う 

• microSD カードに本を⼊入れて、電⼦子ブックリーダーに

挿⼊入する 

• microUSBケーブルで PCに接続して、ドラッグ ＆ ド

ロップで本を移動する 

どの追加⽅方法が最もいいかは、その本が DRMで著作権保護

されているか、またどのフォーマットの本かによります。 

koboイーブックストアで購⼊入された本は、電⼦子ブックリーダ

ーをWi-Fi接続するか、PCに接続し kobo デスクトップアプ

リを使⽤用することで、電⼦子ブックリーダーに追加できます。 



kobo Aura HD ユーザーガイド    62 

DRMで著作権保護されている本は、Adobe Digital Editionsを

使⽤用して、電⼦子ブックリーダーに追加することができます。 

DRMで著作権保護されていない本は、以下の⽅方法で電⼦子ブッ

クリーダーに追加します： 

• microSD カードに本を⼊入れて、電⼦子ブックリーダーに

挿⼊入する 

• microUSBケーブルで PCに接続して、ドラッグ ＆ ド

ロップで本を移動する 

電⼦子ブックリーダーへのファイル追加⽅方法について詳しくは、

http://rakuten.kobobooks.com/helpのページをご覧ください。 
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Wi-Fiを使う 

このセクションの内容 

• Wi-Fiについて 

• Wi-Fiをオフにする（機内モード）  

• 電⼦子ブックリーダーをWi-Fiネットワークに接続する 

Wi-Fiについて 

電⼦子ブックリーダーを koboにワイヤレスインターネット

（Wi-Fi）で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することができます。 

電⼦子ブックリーダー画⾯面右上のWi-Fiアイコンで接続の状態

がわかります： 

•   Wi-Fiはオフです 
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•   Wi-Fiはオンですが、接続するネットワーク

が⾒見見つかりません 

•   いい接続状態です 

•   ⾮非常にいい接続状態です 

Wi-Fiをオフにする（機内モード） 

電⼦子ブックリーダーのバッテリーを⻑⾧長持ちさせたい、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したい場合、Wi-Fi

に⾃自動接続しないように設定することができます。 

ホーム画⾯面からWi-Fi をオフにするには： 

1. 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。 

2. Wi-Fiをタップします。 

Wi-Fiメニューが「使⽤用不不可能」となっていれば Wi-

Fiはオフです。 
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メモ： kobo電⼦子ブックリーダーのインターネット接続には

Wi-Fiのみ使⽤用可能です。このためWi-Fiがオフの場合インタ

ーネットに接続することができません。機内モードはこの状

態を指します。  

電⼦子ブックリーダーを（Wi-Fi）ネットワークに

接続する 

電⼦子ブックリーダーに本を追加するには、圏内のワイヤレス

ネットワークにアクセスし koboにオンライン接続する必要が

あります。電⼦子ブックリーダーからWi-Fi（ワイヤレスイン

ターネット）を使って接続してください。  

ホーム画⾯面からワイヤレスネットワークに接続するには： 

1. 同期アイコン  をタップします。 
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電⼦子ブックリーダーがWi-Fiに接続する間、少々時間

がかかる場合があります。 

2.  画⾯面にしたがって使⽤用したいワイヤレスネットワーク

名をタップします。 

ロックアイコン  がネットワークの横に表⽰示される

場合は、ネットワークの使⽤用にパスワードが必要です。 

3. 接続にパスワードが必要な場合は、画⾯面上のキーボー

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] をタップするとタイプ中の⽂文字を⾒見見

ることができます。 
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お問い合わせ 

【サポート ウェブサイト】 

http://rakuten.kobobooks.com/help 

【お問い合わせ窓⼝口】 

Eメール： help.japan@kobobooks.com 

フリーダイヤル： 0120-228-442 

 
 


