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楽天 Kobo ライティングライフ 

このセクションの内容 

 楽天 Kobo ライティングライフについて 

 楽天 KWL アカウントの登録 

 受取口座の登録 

 登録情報の変更 

 対応言語 

楽天 Kobo ライティングライフについて 

楽天 Kobo ライティングライフ（楽天 KWL）とは、楽天 Kobo

が提供する自己出版サービスです。誰でも簡単に本を出版し、

楽天 Kobo 電子書籍ストアで販売することができます。楽天

KWL では、お客様の自己出版を最大限にバックアップするた

めに必要なツールを提供しています。１冊でも出版権をお持ち

であれば、ぜひ楽天 KWL で出版されることをおすすめします。 

本ユーザーガイドには、楽天 KWL への作品のアップロードか

ら販売まで、自己出版に必要な情報がすべて記載されています。 
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楽天 KWL アカウントの登録 

 

1. 楽天会員 ID とパスワードを入力してログインします。 

2. アカウント作成画面にて、以下の項目を設定します。 

 姓名（法人のお客様は、代表者様またはご担当者様のお

名前をご入力ください。） 

 姓名（カタカナ） 

 個人または法人（初期設定では個人が選択されています

ので、法人のお客様は法人をご選択ください。） 

 出版社名（法人のお客様は、会社名を正式名称で必ずご

入力ください。個人の場合は空欄にしてください。） 
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 メールアドレス 

 メールマガジン受信設定 

 電話番号 

 住所 

3. ［保存して続ける］をクリックします。 

4. ［利用規約］を確認します。 

＊ご利用になるには、出版する作品のデジタル著作権を保

有しているか、またはその権利の所有者によって出版権が

付与されている必要があります。利用規約についての詳細

は「著作権ガイドライン」のセクションをご参照ください。 

5. 利用規約に同意いただける場合は、規約の下のチェックボ

ックスを選択します。 

6. ［保存して続ける］をクリックします。 

7. 登録確認メールが送信されますので、ご確認ください。 

＊ご登録のメールアドレスにメールが届かない場合は、メー

ルを再送することもできます。 

メール本文にあるリンクをクリックすると、アカウントが認

証されアカウント登録が完了します。作品を出版するまでに、

ロイヤリティの受取口座を忘れずに登録しましょう。 
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受取口座の登録 

アカウント登録の完了後、ロイヤリティの受取口座を登録して

ください。 

受取口座の登録方法 
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1. 画面右上の［マイアカウント］から［受取口座情報］をク

リックします。 

2. 以下の項目を設定します。 

 姓名 

 姓名（カタカナ） 

 口座名義（カタカナ） 

 口座番号 

 口座種類 

3. 金融機関名または支店名を入力して、［検索］をクリック

します。 

4. 表示された金融機関の中から該当する金融機関を選択しま

す。 

5. ［変更を保存］をクリックします。 

＊ご指定いただける通貨は日本円のみです。 

＊国名は日本となります。 
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登録内容の変更 

画面右上の[マイアカウント]から、連絡先や受取口座をいつで

も変更することができます。 

 

対応言語 

楽天 KWL のウェブサイトは日本語表示のみ対応しています。 

＊推奨される作品の執筆言語は、日本語、英語、フランス語、

フランス語（カナダ）、ドイツ語、オランダ語、イタリア語、

スペイン語、ポルトガル語、ポルトガル語（ブラジル）です。 

それ以外の言語で執筆された作品もアップロードは可能ですが、

電子書籍リーダーやアプリで表示できない場合があります。 
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コンテンツ 

このセクションの内容 

 コンテンツについて 

 楽天 KWL の法的要件 

 その他 

コンテンツについて 

楽天 KWL を利用すると、手早く簡単に作品をストアで販売す

ることができます。デジタルコンテンツを扱う際には、法的ガ

イドラインならびに電子書籍の作成・販売のためのベストプラ

クティスを考慮しましょう。 

楽天 KWL 法的要件 

利用規約 

楽天 KWL サービスのご利用にあたり、最初に利用規約をご確

認いただき、同意いただく必要があります。本規約には以下に

関する情報が含まれています。 

 ロイヤリティの割合  
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 価格設定ルール 

 税金 

 支払い・売上報告の間隔 

本規約に同意後も、ログイン中はいつでも利用規約をご確認い

ただけます。利用規約に同意いただけない場合、楽天 KWL ア

カウントを作成できません。 

利用規約の確認方法 

1. 画面右上の［マイアカウント］から［利用規約］をクリッ

クします。 

楽天 KWL の利用規約は時の経過とともに変更される可能性が

あります。規約が改定されると、利用者へ改定内容を通知した

上で、確認、同意を求めることがあります。変更が行われた時

点で、改定版の規約が法的拘束力を有するものとします。改定

後の規約に同意いただけない場合は、楽天 KWL アカウントは

停止され、本サービスをご利用になれません。 

コンテンツの制限 

楽天 KWL での電子書籍出版に際し、コンテンツポリシーを遵

守していただきます。楽天 Kobo は以下に該当する電子書籍を

削除する権限を保有します。  
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 ポルノ、アダルト 

 暴力的、グロテスクな表現 

 誹謗中傷、差別表現 

 犯罪を助長するもの 

 個人情報の流布 

 出会い目的での利用 

 誤解を招く表現、他者および団体、著作名の詐称 

 権利侵害 

 勧誘・誘導・宣伝目的での利用 

 不正プログラムなどを混入させたデータ類 

 その他法令に違反するもの 

 

また、電子書籍作成の過程で、出版する作品がパブリックドメ

インに属するかどうかを設定していただきます。 

 

出版する作品がパブリックドメインに属する場合、作品の著作

権などの一切の権利を放棄することになります。パブリックド



 
 

楽天 Kobo ライティングライフ ユーザーガイド 14 

メインに属するコンテンツは、使用料や使用の許可を必要とし

ないため、目的・形式を問わず、誰でも自由に利用できます。 

著作権ガイドライン 

ユーザーは楽天 Kobo 電子書籍ストアで販売するすべてのコン

テンツに対してデジタル出版権を保有している必要があります。

自己出版される著者の大半は、ご自身のコンテンツに対して著

作権を保有されています。すでに出版済みの書籍をお持ちで権

利が不明な場合は、出版社または弁護士にご相談ください。出

版社またはコンテンツアグリゲータとして、楽天 KWL から出

版される場合、事前にコンテンツ所有者の同意を得る必要があ

ります。万が一、お客様が著作権を保有する書籍が、第三者に

よって販売されていることに気づいた場合、すぐに調査を行い

ますので楽天 Kobo までご連絡ください。 
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その他 

デジタル著作権管理（DRM） 

楽天 KWL の利用者は、各作品に対しデジタル著作権管理

（DRM）を適用するかどうかを選択します。 

 

デジタル著作権管理（DRM）を適用すると、読者がお客様の作

品をコピーや印刷、または共有することができなくなります。 
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電子書籍の作成 

このセクションの内容 

 詳細情報の入力 

 表紙のアップロード 

 ジャンル設定 

 作品データの入稿 

 電子書籍の出版 

 電子書籍の編集 

 ヘルプ 

詳細情報の入力 

ここでは、本をストアに表示、分類するために必要な情報を入

力します。この情報のことをメタデータといいます。 

電子書籍の作成方法 

1. ［作品一覧］タブをクリックします。  

2. ［電子書籍を作成］をクリックします。  
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3． 作品の詳細情報を入力します。  

 タイトル：作品のタイトルです。ストア上に表示させた

いタイトルを入力します。 

 サブタイトル（任意）：作品のサブタイトルです。スト

ア上に表示させたいサブタイトルを入力します。 

 シリーズ名（任意）：シリーズ作品の場合、シリーズ名

を入力します。 

 巻（任意）：シリーズ名を入力されると表示されます。

出版される巻を数字で入力します。（例：第 3 巻の場合、

３） 

 著者：作品の著者名です。ストア上に表示させたい著者

名を入力します。ペンネームを使用されている場合、そ

の名前を入力します。［共同著者を追加］をクリックす

ると、複数の著者を追加することができます。 

 出版社：作品の出版社名です。個人として出版される著

者の場合は、お客様の名前を入力します。出版社を経営

されている方は、その出版社名を入力します。  

 レーベル（任意）：電子書籍のレーベルです。出版社に

よってはジャンル別に独自のレーベルを設定しているこ

とがあります。 
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 この作品を出版するのは初めてですか？：すでに同作品

を楽天 KWL から出版されている場合（いいえを選択され

た場合）、初版発行年月日を入力する欄が表示されます

のでご記入ください。 

 

 ISBN（電子書籍版）（任意）：出版申請をした書籍に付

与される 13 桁の ISBN（国際標準図書番号）です。この

番号は固有のものであり、印刷版の ISBN と同じ番号を

使用することはできません。 

 ISBN（印刷版）（任意）：印刷版の作品に付与されてい

る ISBN です。お持ちでない場合は空欄にしてください。 

 言語：作品の執筆言語を選択します。 
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 内容紹介：楽天 Kobo 電子書籍ストアに掲載される、作品

の詳細情報です。作成の際には、本ユーザーガイドの

「電子書籍の販売促進」のセクションをご参照ください。 

表紙のアップロード 

表紙は、読者がストアでお客様の電子書籍を見たときに最初に

目がいくものです。表紙の画像は本の内容を表現し、読者を惹

きつけるようなものにしましょう。著者名と作品のタイトルも

忘れずに表紙に含めてください。 
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表紙のアップロード方法 

1. ［作品一覧］をクリックして、表紙をアップロードしたい

作品を選択します。新しい作品の表紙をアップロードする

には、［電子書籍の作成］をクリックします。 

2. 作品の詳細情報のページで［表紙画像をアップロード］を

クリックして JPG または PNG ファイルを選択します。 

＊推奨される画像の解像度は 900 dpi（5 MB 以下）ですが、

300 dpi でも問題ありません。楽天 Kobo の標準的な電子

書籍リーダーの画面解像度が 600×800 ピクセルですので、

お客様ご自身で画像をデザインされる場合は、こちらの解

像度を参考に作成されることをお勧めします。 

ジャンル設定 

作品の詳細情報に加え、作品のジャンルを設定します。ここで

設定したジャンルに従って、お客様の作品を楽天 Kobo 電子書

籍ストアで表示、分類します。ストアに訪れた読者がお客様の

作品を目にする機会が増えますので、各作品につきジャンルを

３つすべて設定することをお勧めします。 
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ジャンルの設定方法  

1. ［作品一覧］をクリックして、ジャンルを設定したい作品を

選択します。新しい作品のジャンルを設定するには、［電子

書籍の作成］をクリックします。 

2. 作品の詳細情報ページで ISBN 入力欄の右側にある［ジャン

ルを設定］をクリックします。  

3. 最大 3 つのジャンルを選択します。 ＊漫画（コミック）を

選択した場合、楽天 Kobo アプリおよび電子書籍端末上では

固定レイアウトとして表示されます。 

4. ［確認］をクリックします。 
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作品データの入稿 

任意の作品を ePub3 ファイル形式でアップロードします。 

 

アップロードが完了すると、［ダウンロードして内容を確認］

のリンクが表示されます。クリックしてアップロードしたファ

イルを確認することができます。 

ファイルの内容の誤りに気付いた場合は、ファイルを差し替え

ることもできます。 

電子書籍の出版 

作品詳細の入力、作品の入稿、出版権の確認、価格の設定を完

了すると、5 つ目のステップ［電子書籍を出版］が表示されま

す。 
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そのまますぐに出版を開始することも、発売希望日を指定して

出版することもできます。指定がない場合、出版開始から 24

～ 72 時 間 後 に 楽 天 Kobo 電 子 書 籍 ス ト ア

（books.rakuten.co.jp/e-book）で発売されます。 

 

発売希望日を設定するには、出版開始前に、発売日を選択して

ください。明日以降を選択した場合、予約注文を受け付けるかどうか

を選択できます。 
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電子書籍の出版方法 

1. ［作品一覧］をクリックします。  

2. ［作成中］に分類されている作品の中から出版したい作品を

探します。 

3. ［出版待ち］となっている作品をクリックすると［電子書籍

を出版］画面が表示されます。 

＊出版に必要な項目がすべて設定されていないと、［出版待

ち］の状態になりません。 

5. カレンダーアイコン［ ］をクリックします。  

6. 発売希望日を選択します。現在の日付があらかじめ設定され

ています 

＊このとき、明日以降の日付を選択すると、予約注文を受け

付けるにチェックがついたチェックボックスが表示されます。

予約注文の受け付けを希望されない場合、このチェックボッ

クスをクリックしてチェックを外してください。 

7. ［電子書籍を出版］をクリックします。 
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電子書籍の編集 

楽天 Kobo 電子書籍ストアで発売後は、いつでも電子書籍の情

報を変更することができます。 
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出版済み電子書籍の編集方法 

1. ［作品一覧］をクリックします。 

2. ［販売中］に分類されている作品の中から編集したい作品を

クリックします。 

3. 編集したい項目を選択します。 

 作品の詳細情報：電子書籍のメタデータ（本のタイト

ル、サブタイトル、レーベル、著者名、出版社、言語、

表紙、内容紹介、ジャンル）を編集できます。 

＊ISBN につきましては、本の識別情報として使用さ

れるため、システムに一度登録されると変更できませ

ん。 

 作品内容：入稿したデータの差し替えができます。 

 デジタル著作権管理（DRM）の設定：デジタル著作権

管理（DRM）の設定を変更できます。 

 価格設定：販売価格の変更またはキャンペーン価格の

設定ができます。 
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ヘルプ 

ヘルプ画面では、よくあるご質問（FAQ）や本ユーザーガイド

へのリンクおよびお問い合わせ先を掲載しています。 
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価格設定・ロイヤリティ 

このセクションの内容 

 価格の設定 

 販売価格の管理 

 ロイヤリティの支払い 

作品の詳細情報の入力、作品の入稿、そして DRM の設定が終

わったら、次に書籍の価格を設定します。 

価格の設定 

価格設定ツールの価格の欄に、日本円で販売価格（本体価格＋

消費税）を設定します。本体価格は、無料（０ 円）または 80 

円以上 100,000 円以下の金額を半角数字で設定してください。

設定金額に応じて、ロイヤリティが変動します。 

本体価格 ロイヤリティ 

299 円～100,000 円 70％ 

80 円～298 円 45％ 
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作品を紙の書籍としてすでに販売されている場合は、紙の書籍

より最低でも 20％ 低い価格を設定してください。パブリック

ドメインに設定された作品につきましては、本体価格の 20％ 

がロイヤリティとなります。価格設定ガイドラインの詳細は利

用規約をご確認ください。 

販売価格の管理  

出版完了後、キャンペーン価格の設定や販売価格の変更ができ

ます。 

価格設定画面にて、［キャンペーン価格を設定］ボタンを押す

と、設定画面が表示されますのでキャンペーン期間および価格

を設定します。同様に、［価格を設定］ボタンを押すと、新価

格および適用開始日を設定できます。 
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価格変更予定の電子書籍は、作品一覧のページの書籍上部に緑

のバッジ［ ］が表示されます。また、新価格が適用される 

前に、確認メールが自動送信されます。 

ロイヤリティの支払い 

ロイヤリティは、販売月の翌々月 25 日までに、［受取口座情

報］にご登録いただいた口座にお振り込みいたします。ただし、

その月のお支払い総額が １ 万円未満の場合は、翌月以降に繰

り越されます。累積金額が １ 万円に満たない場合、年に １ 

度お振込みいたします。 
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セキュリティ 

このセクションの内容 

 デジタル著作権管理 

 データセンターのセキュリティ 

デジタル著作権管理 

お客様が楽天 KWL で出版される書籍は、以下の方法で楽天

Kobo ユーザーに提供されます。 

 楽天 Kobo アプリおよび電子書籍端末 

 楽天 Kobo デスクトップアプリ 

提供手段に応じて、以下のとおり、独自のセキュリティと技術

を採用しています。 

楽天 Koboアプリおよび電子書籍端末 

電子書籍データは利用者の楽天 Kobo のモバイル端末に保存さ

れます。そのため、利用者はネットワークに接続しなくても、

コンテンツにアクセスできます。アクセスするには、端末に楽

天 Kobo アプリをインストールし、ファイルの暗号化解除のた



 
 

楽天 Kobo ライティングライフ ユーザーガイド 33 

めに有効なユーザーID とパスワードを入力する必要がありま

す。DRM で保護されているファイルの場合、データの切り取

り・コピー・貼り付け操作が無効化されています。 

楽天 Koboデスクトップアプリ 

楽天 Kobo デスクトップアプリ（以下、デスクトップアプリ）

を使用する場合、電子書籍はパソコン上に保存されるため、イ

ンターネットに接続していなくてもユーザーは本を読むことが

できます。コンテンツにアクセスするには、パソコンにデスク

トップアプリをインストールし、ファイルの暗号化解除のため

のログイン ID とパスワードを入力する必要があります。デジ

タル著作権（DRM）で保護された書籍の場合、切り取り・コピ

ー・貼り付けの操作が無効化されています。 

＊モバイル端末上の楽天 Kobo の読書サービスでは、暗号化や

ハッシュアルゴリズムを使用して、転送中のコンテンツや、端

末にあるコンテンツを保護しています。ユーザーやモバイル端

末、ウェブセッションそれぞれに固有のキーが割り当てられま

す。このキーはコンテンツ送信前の暗号化に使用され、デバイ

スからコンテンツを持ち出したり、ほかのデバイスやシステム

にダウンロードしたりできないようになっています。楽天

Kobo は米国政府が採用する Advanced Encryption Standard 

(AES)の 128 ビットバージョンを使用しています。 
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データセンターのセキュリティ 

楽天 Kobo の電子書籍リーディーグサービスは、これまで培っ

てきた専門技術を基盤に最新のセキュリティ対策を施し、サー

ビスの利用者とデータベースの運用に最適なホスティングプロ

バイダーを使用しています。また、楽天 Kobo のデータセンタ

ーでは、サーバーに保存されている利用者のコンテンツを保護

するため、数々のセキュリティメカニズムを使用しています。 

 認証されたユーザーかつ業務に限定した最低限のアクセ

ス権の付与 

 ファイアウォールによる侵入防止 

 暗号化された VPN 接続による楽天 Kobo のオフィスとデ

ータセンター間のアクセス制御 

 キーカードと生体認証による本人確認 

 出入り口に監視カメラの設置 

 定期的なテスト、モニタリングやパッチの適用によるホ

ストの安全性を確保 
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売上の管理 

このセクションの内容 

 ダッシュボード 

 販売レポート 

ダッシュボード 

ダッシュボードは、お客様が出版された電子書籍の売上データ

をまとめて表示する場所です。 
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ダッシュボードでは、月間および累計の出版作品数や販売部数、

推定収入をはじめ、月間およびこれまでのベストセラー作品、

日々の売上情報などの各種データをひと目で確認できます。期

間を指定して統計を確認することも可能です。 

販売レポート 

販売実績がある月の翌月に、販売レポートをメールで送付致し

ます。 
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電子書籍の販売促進 

このセクションの内容 

 売れる書籍にするには 

 書籍の宣伝 

 リンクの作成 

 目を引く表紙の作成 

 心をつかむ内容紹介の作成 

売れる書籍にするには 

楽天 Kobo の出版者としてご登録いただきましたみなさまには、

このサービスを最大限ご活用いただくためのヒントをご紹介さ

せていただきます。 

書籍の宣伝 

楽天 Kobo 電子書籍ストアでお客様の電子書籍が発売された後

は、書籍の宣伝を行うことが販売数を増やす最良の方法です。

出版社または自己出版の著者として、ぜひ出版された電子書籍

を宣伝ください。ご自身のウェブサイトやブログで電子書籍へ
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のリンクを貼ったり、家族や友人に最新作を紹介したり、

Facebook や Twitter に投稿したりと、お客様の本が話題にな

り、注目されるような方法をお試しください。 

リンクの作成 

書籍を宣伝する上で重要なポイントは、お客様の書籍が読者に

とって見つけやすいことです。たとえば、ご自身のウェブサイ

トやブログに、ストアの作品ページへのリンクを貼れば、読者

はお客様の作品に簡単にアクセスすることができます。 

目を引く表紙の作成 

興味をもってもらうためにも第一印象は重要です。表紙は、読

者がはじめに目にする場所ですので、読者を惹きつけるような

表紙にしましょう。グラフィックデザインが苦手な方は、プロ

のデザイナーに依頼されてもよいと思います。 

心をつかむ内容紹介の作成 

表紙のページと同様、内容紹介は読者に良い印象を与えるため

にも重要な項目です。ストアで大々的に表示される箇所ですの

で、簡潔かつ魅力的なものであるとともに、著者の文体的特長

が伝わるようなものがよいでしょう。 



 
 

楽天 Kobo ライティングライフ ユーザーガイド 39 

その他 

このセクションの内容 

 アカウントの解約 

 新規約への同意 

アカウントの解約 

楽天 KWL アカウントの解約を申請される際には、以下をご確

認ください。 

 楽天 Kobo 電子書籍ストアで販売中の書籍がある場合、ア

カウントの解約後、ストアから削除されます。 

 お客様が楽天 KWL を通じて出版された著作物の全権利は

お客様に帰属し、楽天 Kobo がそれらを主張することはあ

りません。 

 楽天 Kobo 電子書籍ストアでお客様の電子書籍を購入また

はダウンロードした楽天会員が、お客様のアカウント解

約によりアクセス権・閲覧権を失うことはありません。 
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 ご利用の楽天 KWL アカウントは解約申請後、削除されま

す。アカウント解約後は、ログインや電子書籍の作成・

出版ができなくなります。 

 楽天 KWL アカウントの解約による他の楽天 Kobo サービ

スへの影響はありません。楽天 Kobo 電子書籍ストアで引

き続き本の購入やお持ちの楽天 Kobo 電子書籍、アプリで

の読書が可能です。 

楽天 KWL アカウントの解約をご希望の場合は、メール

（kwl@faq.rakuten.co.jp）またはお電話（0120-736-110）

でお申し出ください。 

新規約への同意 

サービス規約は時間の経過とともに変更される可能性がありま

す。規約の変更を行う際、速やかに変更内容を利用者に通知致

します。変更後の規約をよくお読みいただき、ご同意の上ご利

用くださいますようお願い申し上げます。 

mailto:kwl@faq.rakuten.co.jp
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お問い合わせ 

このセクションの内容 

 お問い合わせ 

お問い合わせ 

楽天 Kobo ライティングライフについて不明点やお困りの点、

ご意見等がございましたら、お気軽に kwl@faq.rakuten.co.jp

までお問い合わせください。 

     

mailto:kwl@faq.rakuten.co.jp
http://books.rakuten.co.jp/e-book/rakutenkwl/

