
Kobo Desktop	  ユーザーガイド	  	  	  	  1	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kobo Desktop	  

ユーザーガイド 



Kobo Desktop	  ユーザーガイド	  	  	  	  2	  

kobo™ Desktop ユーザーガイド  

⽬目次 

kobo デスクトップアプリについて	  ..................................	  4	  

kobo デスクトップアプリのダウンロードとインス

トール	  ...............................................................................................	  5	  

Windows ⽤用 kobo デスクトップアプリをインストールする	  .......	  6	  

Mac⽤用 kobo デスクトップアプリをインストールする	  ....................	  8	  

kobo デスクトップアプリで電⼦子ブックを購⼊入する

	  ............................................................................................................	  10	  

kobo デスクトップアプリのライブラリを使う	  .......	  13	  



Kobo Desktop	  ユーザーガイド	  	  	  	  3	  

このセクションの内容	  ......................................................................................	  13	  

ライブラリを並べ替える	  .................................................................................	  13	  

kobo デスクトップアプリを使って電⼦子ブックリー

ダー のライブラリを更新する	  ...........................................	  16	  

電⼦子ブックリーダーを安全に取り外す	  ....................................................	  18	  

アカウントを切り替える	  ......................................................	  19	  

お問い合わせ	  ..............................................................................	  22	  

 

  



Kobo Desktop	  ユーザーガイド	  	  	  	  4	  

kobo デスクトップアプリについて 

kobo デスクトップアプリは PC⽤用の無料アプリケーションで

す。本を買う、本を評価する、電⼦子ブックリーダーのライブ

ラリを整理する、電⼦子ブックリーダーをセットアップするな

ど、kobo デスクトップアプリを使っていろいろなことがで

きます。kobo デスクトップアプリはこちらからダウンロー

ドしてください： rakuten.kobosetup.com 
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kobo デスクトップアプリのダウンロード

とインストール 

kobo デスクトップアプリのダウンロードとインストールは

10 分ほどで完了します。完了したら、kobo デスクトップア

プリを使って、電⼦子ブックリーダーをセットアップする、本

を買う、本を評価する、電⼦子ブックリーダーのライブラリを

整理するなど、いろいろなことができます。 
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Windows ⽤用 kobo デスクトップアプリをインス

トールする 

Windows⽤用 kobo デスクトップアプリを起動するには、最低

限、下記のスペックを満たしている必要があります： 

• Windows 7 / Windows Vista / Windows XP（SP3） 

• Pentium 4 またはそれ以上 

• 1 GB RAM 

• 200 MB のハードドライブスペース（さらに、電⼦子ブ

ック保存⽤用スペース） 

• 1024 × 768 ディスプレー 

• Wi-Fi 接続 （802.11b/g/n 対応）をおすすめします 
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Windows⽤用 kobo デスクトップアプリをダウンロード、イン

ストールするには： 

1. rakuten.kobosetup.com へアクセスします。 

2. [PC⽤用ダウンロード] をクリックします。 

3. ファイルをデスクトップ等の覚えやすい場所に保存し

ます。  

4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。 

5. 画⾯面の案内に従ってインストールを⾏行行います。 
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Mac⽤用 kobo デスクトップアプリをインストー

ルする  

Mac⽤用 kobo デスクトップアプリを起動するには、最低限、

下記のスペックを満たしている必要があります： 

• Mac OS X v10.5（Intel）またはそれ以降のもの。 

• Intel Core Duo またはそれ以上 

• 1 GB RAM 

• 200 MB のハードドライブスペース（さらに、電⼦子ブ

ック保存⽤用スペース） 

• 1024 × 768 ディスプレー 

• Wi-Fi 接続 （802.11b/g/n 対応）をおすすめします。 
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Mac⽤用 kobo デスクトップアプリをダウンロード、インスト

ールするには： 

1. rakuten.kobosetup.com へアクセスします。 

2. [Mac⽤用ダウンロード] をクリックします。 

3. ファイルをデスクトップ等の覚えやすい場所に保存し

ます。  

4. ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

新しいアイコンが現れ、Finder ウィンドウが⾃自動的に

開きます。 

メモ：Finder が開かない場合は、新しいアイコンをダ

ブルクリックすると Finder ウィンドウが開きます 

5. アプリケーションディレクトリへ、新しいアイコンを

コピーまたはドラッグします。 
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kobo デスクトップアプリで電⼦子ブックを

購⼊入する 

kobo デスクトップアプリを使うと、いろいろな⽅方法で新し

い本を⾒見見つけることができます。読みたい本が⾒見見つかったら、

[今すぐ購⼊入] をクリックし、ステップに沿って本を購⼊入して

ください。  

kobo デスクトップアプリで購⼊入した電⼦子ブックは、ライブ

ラリへ追加されます。その後電⼦子ブックリーダーを「同期」

することにより、電⼦子ブックリーダー端末上のライブラリへ

も新しい本が追加されます。また、 kobo アプリをお使いに

なっている他のデバイス（PC、タブレット、スマートフォン

等）のライブラリ内にも新しい本が追加されます。 
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本を⾒見見つける  

kobo デスクトップアプリを使えば、これまで読んだ本に関

連した本、新刊や⼈人気の本、書名や著者名から検索するなど、

いろいろな⽅方法で本を⾒見見つけられます。  

本を⾒見見つけるには、[本を探す] タブをクリックし、下記のオ

プションから選択します：  

• おすすめ ̶— これまでにあなたが買ったり評価したり

した本に基づいて、あなたが気に⼊入りそうな本を集め

ます。あなたが本を評価すればするほど、おすすめが

あなたの好みに近づきます。 

• ピックアップ ̶— あなたの好みに合いそうな⼈人気の本

をピックアップします。 
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• 関連した本 ̶— あなたのライブラリにある本に関連し

た本をおすすめします。ライブラリ内のどの本と関連

しているかわかるように本のリストも⾒見見られます。 

• 新作 ̶— 新しく配信された本をご紹介します。 

• 気になる本 ̶— 本を探しているときに⾒見見つけた、興味

のある本をここに⼊入れておけます。 

• 検索 ̶— 具体的な書名や著者名がわかっていれば、画

⾯面右上の本を検索の欄に⼊入⼒力力して探すことができます。 
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kobo デスクトップアプリのライブラリを

使う 

このセクションの内容 

• ライブラリを並べ替える 

• 本棚を作って本を整理する 

ライブラリを並べ替える 

ライブラリは表紙⼀一覧とリスト表⽰示の２つの表⽰示⽅方法で⾒見見る

ことができます。 
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表紙⼀一覧 

表紙⼀一覧ではライブラリ内全ての本を表紙で表⽰示します。最

初の状態では、この表紙⼀一覧が表⽰示されます。  

本を表紙⼀一覧で⾒見見るには： 

• [ライブラリ] タブをクリックします。 

 

リスト表⽰示 

表紙だけでなくもっと詳しく⾒見見たい場合は、コラムビューを

使うと表紙に加え、書名、著者名が表⽰示されます。 

本をリスト表⽰示で⾒見見るには： 

1. [ライブラリ] タブをクリックします。 
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2. 画⾯面右上のリスト表⽰示アイコン  をクリックします。 

書名、⽇日付、著者別に並べ替える 

本を書名、⽇日付、著者別に並べ替えることもできます。お気

に⼊入りの本を探すときに便利です。 

本を書名、⽇日付、著者別に並べ替えるには： 

1. [ライブラリ] タブをクリックします。 

2. 画⾯面右上のドロップダウンメニューをクリックします。  

3. 下記のいずれかを選択します： 

• 最後に本を開いた⽇日付 ̶— 最近開いたものから順に表

⽰示されます。 

• 書名 ̶— 本を書名順に並べ替えます。 

• 著者 ̶—本を著者名順に並べ替えます。
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kobo デスクトップアプリを使って電⼦子ブ

ックリーダー のライブラリを更新する  

電⼦子ブックリーダーを同期すると、最新の本や雑誌が kobo

デスクトップアプリのライブラリから電⼦子ブックリーダーの

ライブラリへ、あるいは逆に電⼦子ブックリーダーから kobo

デスクトップアプリへ、追加されます。kobo の電⼦子ブック

リーダーを複数お持ちの場合や kobo アプリを他のデバイス

でお使いの場合、同期すると他の電⼦子ブックリーダーやデバ

イスで読んでいた「しおり」の位置も最新のものに更新され

ます。  

メモ：     

• 電⼦子ブックリーダーのライブラリを同期するには PC

のインターネット接続が必要です。  
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• 同期が終わったら、ケーブルを抜く前に、PC から電

⼦子ブックリーダーを正しく取り外してください。 

kobo デスクトップアプリを使って電⼦子ブックリーダーを同

期するには： 

1. 電⼦子ブックリーダーを USB ケーブルで PC に接続しま

す。 

2. 電⼦子ブックリーダー画⾯面の [接続] をタップします。 

3. PC で kobo デスクトップアプリを開きます。 

4. 電⼦子ブックリーダータブを選択します。 

5. 画⾯面右上の同期アイコン  をタップします。 
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電⼦子ブックリーダーを安全に取り外す 

電⼦子ブックリーダーを USB ケーブル経由で kobo デスクトッ

プアプリを使って PC と同期すると、 PC と電⼦子ブックリー

ダーとが通信状態になります。この状態で電⼦子ブックリーダ

ーの USB ケーブルを抜いてしまうと、まれに電⼦子ブックリー

ダー内部のデータを破損してしまう恐れがあります。そこで、

USB ケーブルを抜く前にこの通信状態を解除していただく必

要があります。 この操作を「電⼦子ブックリーダーを取り外す」

と呼びます。 

デスクトップアプリを使⽤用後、電⼦子ブックリーダーを取り外

すには： 

• 画⾯面右上のイジェクトアイコン  をクリックします。
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アカウントを切り替える 

お持ちの PC をあなた以外の⽅方が使⽤用される場合などは、セ

キュリティの観点から kobo デスクトップアプリ上でアカウ

ント（楽天会員 ID）のログオフをされることをおすすめいた

します。また、ログオフしておくと、同じ kobo デスクトッ

プアプリ上でご家族等の⽅方が別のアカウント（楽天会員 ID）

でログインする事も出来るようになります。⾃自分のアカウン

トからログオフする際、開いていた本やしおりなどは⾃自動的

に保存されます。 

アカウントからログオフするには： 

1. 画⾯面右上のアカウントアイコン  をクリックしま

す。 
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2. [ログアウト] をクリックします。 

3. ログアウトの確認に、[はい] をクリックします。 

これで、アカウントにログインまたは新しいアカウントを

作成することができます。 
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⾃自分のアカウントにログイン、またはアカウントを作成する

には： 

1. 画⾯面右上のアカウントアイコン   をクリックしま

す。 

2. [ログインまたはアカウントを作成] をクリックします。 

3. パスワードを⼊入⼒力力してログインするか、アカウントを 

作成します。 
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お問い合わせ 

ご質問やお困りのことがあれば、kobo ウェブサイトのヘル

プセンターページをご活⽤用ください。質問を⼊入⼒力力すると答え

が表⽰示されます。	  

【オンライン】	  

rakuten.kobobooks.com/help	  

【使い⽅方や電⼦子ブック購⼊入に関するお問い合わせ】	  

メール：	  help.japan@kobobooks.com	  	  （24 時間受付）	  

フリーダイヤル：	  0120-833-115	  

(受付時間	  平⽇日 9:00-20:00、⼟土⽇日祝 9:00-18:00)	  
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【端末の故障や修理に関するお問い合わせ】	  

メール：kobo@faq.rakuten.co.jp（24 時間受付）	  

フリーダイヤル：	  0120-228-442	  

(受付時間	  平⽇日 9:00-20:00、⼟土⽇日祝 9:00-18:00)	  

	  


