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Kobo Arc 7 をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。 

Kobo Arc 7 は、読書家が読書家のためにデザインした、新しいタイプの Android タブ

レットです。ベストセラー作品を読みながら、Android の優れた機能もお楽しみいただ

けます。  

Kobo Arc 7 では、パーソナルコレクションという新しい概念でアイテムを収集・管理

します。インターネットから、お気に入りのアプリから、PC や他のデバイスから、さ

まざまな方法でアイテムを収集できます。趣味や仕事はもちろん、思い通りにご活用く

ださい。  

このユーザーガイドでは、新しいタブレット Kobo Arc 7 の使用方法やカスタマイズ方

法をご説明します。Kobo Arc 7 を思う存分お楽しみください。 
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はじめに 

このセクションの内容： 

 Kobo Arc 7 の概要 

 Kobo Arc 7 の充電方法 

 スリープモードの設定・解除 

 タッチスクリーンの操作方法 

 画面ロックの解除 

 アプリとウィジェットの使用 

 ユーザーの追加・削除 

 ユーザープロフィール画像の変更   

 Wi-Fi の使用 

 Windows / Mac から本やファイルを追加  

 画面と機能の説明 

 クイック起動バーのカスタマイズ 

 ホーム画面の活用 
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Kobo Arc 7 の概要 

 

      各部機能 

 

a. 電源スライダー 

電源のオン・オフ、スリープモードへの切り替えに使用します。 

 

b. カメラ 

写真やビデオの撮影およびアプリに使用します。 

 c. 音量ボタン 



 Kobo Arc 7 ユーザーガイド 9 

音量を調節します。 

 

d. マイク 

ビデオ撮影や音声が必要なアプリに使用します。 

 

e. microUSB ポート 

付属の電源アダプターによる Kobo Arc 7 の充電や、microUSB ケー

ブルによるファイル転送に使用します。 

f. HDMI 

テレビなどの HDMI 対応機器に Kobo Arc 7 を接続し、画像やビデ

オを転送します。 

g. ヘッドフォンジャック 

ヘッドフォンを接続して音楽やビデオなどを視聴できます。 

h. microSD カード 

microSD (microSDHC) カード（別売り）を使用できます。 
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Kobo Arc 7 の充電方法 

ご購入いただいた Kobo Arc 7 は、十分に充電してからご使用を開始することをおすす

めします。Kobo Arc 7 を充電する際は、microUSB ポートに付属の電源アダプターを

接続し、コンセントから充電してください。 

                                  

Kobo Arc 7 の充電状況は、画面右上のバッテリーアイコンで確認できます。充電中は

白い雷マーク  が表示されます。赤線  または赤い雷マーク  が表示されている場

合は、バッテリー残量が少ないことを示しています。すぐに Kobo Arc 7 を充電してく

ださい。  

メモ：充電には必ず付属の電源アダプターをご使用ください。microUSB ケーブルを 

PC に接続しても充電ができない場合があります。また、充電できたとしても非常に時

間がかかります。 

スリープモードの設定・解除 

読書をしない場合は、Kobo Arc 7 の電源を切るか、スリープモードにしてください。

どちらの場合も、バッテリーを節約できます。 

スリープモードなら、読書中のページ、コレクション画面、アプリなど、スリープする

前に表示していた画面をわずか数秒で再表示します。電源をオフにした場合は、再起動

してからホーム画面を開くまでに 30 秒近くかかる場合があります（ご利用状況により

異なります） 。 
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Kobo Arc 7 の電源をオンにするには： 

 電源スライダーを右にスライドさせたまま 2、3 秒待って指を離します。 

メモ：Kobo Arc 7 の起動中は電源スライダー部分のランプがオレンジに点滅します。 

Kobo Arc 7 の電源をオフにするには： 

1. 電源スライダーを右にスライドさせ、メッセージが表示されるまで待ちます。 

2. メッセージ [電源を切る] が表示されたら、これをタップします。 

3. [OK] をタップします。 

Kobo Arc 7 をスリープモードにするには： 

 電源スライダーを右にスライドさせてすぐに指を放すと、画面がオフになり

ます。 

Kobo Arc 7 のスリープモードを解除するには： 

 電源スライダーを右にスライドさせてすぐに指を放します。  



 Kobo Arc 7 ユーザーガイド 12 

タッチスクリーンの操作方法 

Kobo Arc 7 の画面をタッチするだけで、アイテムを選択する、本を開く、ページをめ

くるなど、いろいろな操作ができます。画面に軽く触れるだけで、さまざまな操作が可

能です。以下、画面上で頻繁に行う操作です。 

タップ 

タップは最も頻繁に行う操作です。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、コレクションのアイテムを開くなどの操作を行えます。 

ダブルタップ 

画面の同じ場所をすばやく 2 回タップします。 

スワイプ  

画面上で指を滑らせて、画面を移動したり、ページをめくったり、画面ロックを解除し

たりする操作です。 

長押し 

「プレス＆ホールド」とも呼ばれ、読書中にテキストを選択したり、アイテムを移動さ

せたりする操作です。また、画面上のアイコンを長押しすると、アプリを選択したり概

要を表示させたりできます。 

ドラッグ 

コレクションでアイテムを移動させる際に行う操作です。アイテムを長押したまま移動

させたい位置まで指を動かします。 

ピンチイン・ピンチアウト 

画面表示をピンチイン（縮小）またはピンチアウト（拡大）できます。 
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 ピンチイン：親指ともう 1 本の指を少し離して画面に置き、物をつまむよう

に指を近づけます。 

 ピンチアウト：親指ともう 1 本の指を画面上の一点に置き、指を広げます。 

画面ロックの解除 

Kobo Arc 7 のスリープモードを解除すると画面にロックアイコン  が表示されます。

画面をロックすることにより Kobo Arc 7 を使用していないときの誤操作を防ぎます。

ロックを解除するには、アイコンを囲む円の外側までロックアイコンをドラッグします。

画面のロックを解除すると、本を読む、コレクションをアレンジする、などの操作が可

能になります。 

 

画面のロック方法は、スライド以外にもパスワードやパターンなどを選択できます。画

面をロックしない設定も可能です。  

メモ：画面のロック方法は、 [設定] -> [セキュリティ] -> [画面のロック] から選択や

変更ができます。 

セキュリティ設定で画面ロックを有効にしている場合は、Kobo Arc 7 の電源をオンに

した後、あるいはスリープを解除した後、次の操作で設定を解除してください。 
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 PIN：4 桁の暗証番号 (PIN) を入力します。 

 パスワード：入力フィールドをタップし、パスワードを入力します。 

 パターン：指で画面のロック解除パターンをなぞります。 

 フェイスアンロック：画面が正面を向くように Kobo Arc 7 を持って電源を入

れます。すぐに画面ロックが解除されない場合は、Kobo Arc 7 を顔の前でゆっ

くり動かし、数回まばたきします。 

アプリとウィジェットの使用   

Kobo Arc 7 には、インターネットを見る、e メールを送信する、画像を表示する、音

楽を聴く、などのアプリがプリインストールされています。また、Play ストアからお好

きなアプリ（有料・無料）やウィジェットを入手して、Kobo Arc 7 に追加できます。  

ゲームから読書まで、さまざまなアプリがあります。お気に入りのアプリは、パーソナ

ルコレクション、ホーム画面、クイック起動バーなど、好きな場所にショートカットを

作成しておけば見つけるのも開くのも簡単です。  

ウィジェットはアプリとは異なります。ウィジェットはホーム画面またはコレクション

画面から開くことができ、現在の天気など、定期的に確認したい情報を表示したり、ア

プリを開かずに設定の変更をしたりすることができます。例えば、Wi-Fi のオン・オフ

の切り替えや読みかけの本を開く際は、ウィジェットを使用します。 

メモ：画面の説明は P23「画面と機能の説明」を参照してください。 

新しいアプリやウィジェットを入手  

Play ストアは、アプリ（有料・無料）を提供する Google のオンラインストアです。

Play ストアで購入したアプリやウィジェットをすでに別の Android デバイスで使用し

ている場合は、再購入しなくても Kobo Arc 7 で使用できます。 
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メモ：Play ストア以外から入手したアプリやウィジェットは安全でない可能性がありま

す。アプリやウィジェットを入手される際は Play ストアからダウンロードすることを

おすすめします。 

Play ストアでアプリやウィジェットを入手するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. アプリアイコン  をタップすると、Play ストアが開きます。 

4. 入手したいアプリまたはウィジェットを検索し、インストールします。 

（Google アカウントによるログインが必要です） 

5. [インストール] をタップします。 

6. [同意する] をタップします。 

メモ：一部インストールできないアプリもあります。 

パーソナルコレクションまたはホーム画面にアプリやウィジェットを追加 

よく使うアプリやウィジェットは、パーソナルコレクションやホーム画面に追加してお

けば簡単に見つけることができ、他のアイテムと組み合わせることも可能です。例えば、

サーフィンが好きなら、サーフィン専用のコレクションを作成して、気象情報やサーフ

ィン情報のウィジェット、交通情報アプリ、サーフィン雑誌、サーフィンテクニックの

写真などを保存しておきましょう。  

メモ：画面の説明は P23「画面と機能の説明」を参照してください。 

ホーム画面にアプリのショートカットやウィジェットを追加するには： 
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1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 左から右にスワイプしてホーム画面を開きます。 

3. 画面下部にあるアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。  

4. 右から左にスワイプすると、さらにアプリやウィジェットが表示されます。 

5. 追加したいアプリやウィジェットを長押しすると、ホーム画面が表示されます。 

6. アプリまたはウィジェットを好きな場所にドラッグします。 

パーソナルコレクションにアプリのショートカットまたはウィジェットを追加するに

は： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. コレクション画面が表示されるまで右から左にスワイプします。 

3. アプリのショートカットまたはウィジェットを追加したいコレクションをタップし

ます。 

4. 画面下部にあるアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。  

5. 右から左にスワイプすると、さらにアプリやウィジェットが表示されます。 

6. 追加したいアプリやウィジェットを長押しすると、パーソナルコレクションが表示

されます。 

7. アプリまたはウィジェットを移動したい場所にドラッグします。 

すでにあるアイテムの上にアプリまたはウィジェットを重ねると、新しいコレクシ

ョンが作成されます。 
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メモ：パーソナルコレクションの上にアプリまたはウィジェットをドラッグして長押し

すると、コレクションが開きます。コレクションが開いたら、好きな場所にアプリまた

はウィジェットをドラッグできます。 

アプリを開く 

タップするだけでアプリを開くことができます。アプリ＆ウィジェットページにすべて

のアプリとウィジェットが表示されます。  

アプリ＆ウィジェットページでアプリやウィジェットを開くには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. 右から左にスワイプすると、さらにアプリやウィジェットを表示します。  

4. 開きたいアプリの名前またはアイコンをタップします。 

ユーザーの追加・削除 

ユーザープロフィールの使い分けで、家族や友人と Kobo Arc 7 を共有できます。1 台

の端末につき最大 8 ユーザーまで作成できます。ユーザーごとに、アカウント、ライブ

ラリコレクション、パーソナルコレクション、Google Play アカウント、ログイン・パ

スワード情報、設定情報が保存されます。ユーザープロフィールは Android OS で作成

するため、データはすべて安全に保護され、完全に独立した状態で保存されます。 

Kobo Arc 7 の所有者は、他のユーザープロフィールを削除・管理できますが、他のユ

ーザーは自分のプロフィールのみを管理できます。各ユーザーは、自分のプロフィール

用のパスワードの変更、プロフィールに使用するアカウントの切り替え、読書設定の変
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更、パーソナルコレクションの管理を行えます。ユーザーが行った変更は、そのユーザ

ーのプロフィールにのみ反映されます。 

ユーザープロフィールを追加するには、Kobo Arc 7 の設定をもう一度新規ユーザーと

して行う必要があります。この設定は、追加するユーザーに対してのみ適用され、既存

のアカウントには適用されません。  

メモ：追加したユーザーは、Kobo Arc 7 のストレージ容量を既存のユーザーと共有す

ることになります。 

Kobo Arc 7 で新しいユーザープロフィールを追加するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. クイック起動バーの左側にあるプロフィール画像  をタップします。 

3. [ユーザーを追加] をタップします。 

4. ロックアイコンをスワイプして画面ロックを解除します。 

5. 新しいユーザーを設定します。 

ユーザープロフィールを削除するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面右上に指を置き下にスワイプすると、設定ショートカットが表示されます。 
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3. 設定アイコン  をタップします。 

4. [ユーザー]をタップします。 

5. 削除するユーザーの右側に表示されているごみ箱アイコン  をタップします。 

6. [削除] をタップします。 

ユーザープロフィール画像の変更  

ユーザープロフィール  には写真を設定できます。Kobo Arc 7 を共有している場合

はログインページにも表示されます。内蔵カメラで撮影した写真、ギャラリーなどのア

プリから読み込んだ写真をプロフィール用の写真として選択できます。 

ユーザープロフィールに写真を設定するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. クイック起動バーのプロフィール画像  をタップします。 

3. [写真を設定] をタップします。 

4. 写真の設定に使用するアプリをタップして開きます。 

5. プロフィールに設定する画像を選択または作成します。 

Wi-Fi の使用 

Kobo Arc 7 はインターネットを利用できます。ワイヤレスネットワークに接続して、

インターネットやゲームを楽しんだり、ビデオを見たり、友達とチャットしたりしまし

ょう。 
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Wi-Fi ネットワークに接続する 

Kobo Arc 7 がワイヤレスネットワークに接続されていると、画面上部に Wi-Fi アイコ

ン  が表示されます。 

Wi-Fi ネットワークに接続するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面右上に指を置いて下にスワイプすると、設定ショートカットが表示されます。 

                

3.  [Wi-Fi：オフ]  と表示されている場合、Wi-Fi ネットワークに接続されていない

ことを示しています。 

4. 設定アイコン  をタップして開き、[Wi-Fi] のボタンをタップして [オン] に切り

替えます。 

5. 接続するネットワーク名をタップします。 

6. [接続] をタップします。 

ワイヤレス接続の横にロックアイコンが表示されている場合、接続にパスワードが

必要です。パスワードを入力して接続してください。 
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機内モードをオンにする   

機内モードなら、ワイヤレスネットワーク接続を簡単にオフにできます。機内モードを

オンにすれば、飛行機や病院内でも Kobo Arc 7 の使用が可能な上、バッテリー消費も

抑えることができます。  

機内モードをオンにするには： 

1. Kobo Arc 7 の上部にある電源スライダーを右へスライドしたまま 2、3 秒待つと、

メニューが表示されます。 

2. [機内モード] をタップします。 

Windows / Mac から本やファイルを追加  

Kobo Arc 7 は microUSB で接続できるため、USB メモリのように PC に接続できます。

PC 画面上ならドラッグ＆ドロップで本やファイルを容易にインポートできます。  

Kobo Arc 7 に本やファイルなどのアイテムを転送すると、そのアイテムの表示、イン

ポート、コレクションへの追加が可能になります。例えば、写真を追加すると、ギャラ

リー などの画像アプリを開いたときにその写真が表示されます。本を追加すると、[ラ

イブラリ – 本] コレクションにインポートされます。  

メモ： 

PC からファイルを転送するには、PC が以下のシステム条件を満たしている必要が

あります。  

 Windows XP SP2 以降および Windows Media Player 10 以降 

 Vista 

 Windows 7 
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 Mac OS X 10.5 以降 

Mac で Kobo Arc 7 にアイテムを追加するには Android File Transfer のインスト

ールが必要です。 

Windows から Kobo Arc 7 にアイテムを追加するには： 

 

1. microUSB ケーブルで Windows と Kobo Arc 7 を接続します。  

2. Windows で次の操作を実行します。  

a. [マイコンピュータ] をダブルクリックします。 

b. Kobo Arc 7 をクリックし、デバイスを開いてファイルを表示します。 

c. 開いた Kobo Arc 7 ウィンドウに追加するアイテムをドラッグします。 

Mac から Kobo Arc 7 にアイテムを追加するには： 

1. microUSB ケーブルで Mac と Kobo Arc 7 を接続します。  

2. Mac で次の操作を実行します。  



 Kobo Arc 7 ユーザーガイド 23 

a. Android File Transfer を起動します。 

b. 追加するアイテムを選択して、Android File Transfer のウィンドウ上にドラッ

グします 。 

画面と機能の説明 

ホームアイコン  をタップすれば、頻繁に使用する 3 画面：ダッシュボード画面、ホ

ーム画面、コレクション画面をすぐに表示できます。 

 

 ダッシュボード画面 

Kobo Arc 7 の電源を入れて画面ロックを解除すると、ダッシュボード画面が表示さ

れます。ダッシュボード画面には、最近開いた本、本の評価とレビュー、おすすめ

や新作などがタイル形式で表示されます。ホーム画面でホームアイコン  をタッ

プすると、ダッシュボード画面が表示されます。スワイプでも遷移できます。 

 ホーム画面 

ダッシュボード画面でホームアイコン  をタップすると、ホーム画面が表示され
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ます。スワイプでも遷移できます。ホーム画面は Android の標準画面です。お気に

入りのウィジェットやよく利用するアプリのショートカットを作成しましょう。 

 コレクション画面 

a. ライブラリコレクション 

ダッシュボード画面を右から左にスワイプすると、コレクション画面が表示され

ます。コレクション画面にはライブラリコレクションとパーソナルコレクション

が表示されます。ライブラリコレクション（本・プレビュー）には購入した本と

ダウンロードしたプレビューが保存されます。ライブラリコレクションの移動や

削除はできません。 

b. パーソナルコレクション 

パーソナルコレクションは、ライブラリコレクションと同じコレクション画面に

表示されます。パーソナルコレクションには、本、写真、アプリやウィジェット、

ビデオなど、さまざまなアイテムをまとめたり保存したりできます。他のデバイ

スで Kobo を利用したことがあれば、すでにライブラリにある本がここに表示さ

れます。Kobo Arc 7 には本だけではなく、さまざまな種類のアイテムを追加で

きます。  

ダッシュボード画面とホーム画面の下部には、便利なクイック起動バーやプロフィール

画像が表示されます。 
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 クイック起動バー 

ダッシュボード画面およびホーム画面の下部には、クイック起動バーが表示されま

す。ここにはデフォルトで 4 つのアプリが設定されています。アプリを入れ替えた

い場合は、バーにあるアプリをドラッグして外してから、お好きなアプリをドラッ

グして入れてください。 

 プロフィール画像 

ダッシュボード画面およびホーム画面の下部には、プロフィール画像が表示されま

す。この画像をタップすると、写真の設定、新しいユーザーの追加、ユーザーの切

り替えができます。 

クイック起動バーのカスタマイズ 

クイック起動バーを使って、お気に入りのアプリをショートカット感覚で利用できます。

ダッシュボード画面およびホーム画面にはつねにクイック起動バーが表示されています。 

クイック起動バーにはお好きなアプリを 4 つまで追加できます。クイック起動バーに表

示するアプリを変更したい場合は、今あるアプリを削除してから、入れたいアプリを追

加します。 

クイック起動バーをカスタマイズするには： 

クイック起動バー プロフィール画像 
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1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 不要なアプリを削除します。  

a. アプリを長押しするとアプリが少し拡大表示され、青線で囲まれます。  

b. 画面上部にある [削除] の文字の上までアプリをドラッグします。 

c. アプリが赤くなってから、画面から指を放すと、アプリが削除されます。 

メモ：この操作ではショートカットが削除されるだけで、アプリをアンインストー

ルするわけではありません。必要であれば アプリ＆ウィジェットアイコン  から

アプリにアクセスできます。 

3. クイック起動バーに新しいアプリを追加します。 

a. ホーム画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

b. クイック起動バーに追加したいアプリを長押しすると、 ホーム画面にそのアプ

リが表示されます。 

c. アプリをクイック起動バーの上までスライドします。 

d. 画面から指を放すとクイック起動バーにアプリが表示されます。 

ホーム画面の活用 

ホーム画面は、頻繁に使用するアプリ、すぐに開きたいアプリのショートカットやウィ

ジェットを作成するページです。Android の標準機能であるため、Android 以外のアイ

テムは追加できません。  
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ホーム画面がいっぱいになったら、パーソナルコレクションを作成してアプリやウィジ

ェットを保存しておくことができます。パーソナルコレクションは自由に拡張できます。  

ホーム画面にアプリまたはウィジェットを追加するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. ホーム画面が開いていない場合は、画面を左から右にスワイプして開きます。 

3. 画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

4. 追加したいアプリを長押しすると、ホーム画面が表示されます。 

5. アプリまたはウィジェットを移動させたい場所までドラッグします。 

6. 画面から指を放すと、ドラッグした場所にアプリまたはウィジェットが表示されま

す。 

ホーム画面で不要になったアプリやウィジェットを削除するには：  

1. アプリを長押しするとアプリが少し拡大表示され、青線で囲まれます。  

2. 画面上部にある [削除] メッセージの上までアプリをドラッグします。 

3. アプリが赤くなってから、画面から指を放すと、アプリが削除されます。 

 

メモ：この操作ではショートカットが削除されるだけで、アプリをアンインストールす

るわけではありません。必要であれば アプリ＆ウィジェットアイコン  からアプリに

アクセスできます。 
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コレクションの活用 

このセクションの内容： 

 コレクションとは 

 パーソナルコレクションの管理 

 コレクションの移動 

 パーソナルコレクションにアイテムを追加 

 アイテムのサイズ変更 

 パーソナルコレクションからアイテムを削除 

コレクションとは 

コレクションは、アイテムをまとめるファイルのような役割を果たします。本、写真、

アプリなどを分別して整理できます。ダッシュボードで画面を右から左にスワイプする

と、コレクション画面が表示されます。各コレクションは本棚の本のように表示され、

最後に追加または開いたアイテムや本のサムネイルが背表紙に表示されます。  
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Kobo Arc 7 には、次の 3 種類のコレクションがあります。 

ライブラリコレクション（本・プレビュー）：このコレクションには、すでに持ってい

る本やダウンロード済みのプレビューが表示されます。他のデバイスでライブラリにパ

ーソナルコレクションを追加すると、Kobo Arc 7 にも表示されます。 

パーソナルコレクション：パーソナルコレクションは、自分で作成するコレクションで

す。本、音楽、画像、アプリ、ウィジェットなど、何でも収納することができます。例

えば、好きな作家専用のコレクションを作成して、Twitter アプリを入れ、作家のツイ

ートをフォローしたり、今後の講演情報や本を全部まとめて管理したりできます。 

読了コレクション：読み終わった本が収納されます。1 冊目の本を読み終わると[読了] 

コレクションが自動的に作成されます。 

メモ：[ライブラリ - 本]、[ライブラリ - プレビュー]、[読了] の 3 つのコレクション

は、削除や名称変更ができません。 

パーソナルコレクションの管理 

パーソナルコレクションには、アプリや本などすぐにアクセスしたいアイテムを整理で

きます。パーソナルコレクションは、コレクション画面に作成します。Kobo Arc 7 で

作成したすべてのコレクションが表示されます。  

本、音楽、ウェブサイトなどをパーソナルコレクションに追加するときは、そのアイテ

ムへのリンクを作成することになります。パーソナルコレクションに追加したアイテム

を削除しても、リンクだけが削除され、リンク先の本、画像、曲などは削除されません。 
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コレクションを開く 

ライブラリコレクションおよびパーソナルコレクションは、コレクション画面に表示さ

れます。 タップするとコレクションが開きます。 

パーソナルコレクションの追加 

コレクション画面に新しいパーソナルコレクションを作成できます。作成したパーソナ

ルコレクションは移動も可能です。 コレクションの中にサブコレクションを作成するこ

ともできます。開くときは、親コレクションを開いてから、サブコレクションが表示さ

れるまで右から左にスワイプしてください。 

メモ：[ライブラリ - 本]、[ライブラリ - プレビュー]、[読了] の 3 つのコレクション

は、削除や名称変更ができません。 

新しいパーソナルコレクションを追加するには： 

1. コレクション画面で、左から右にスワイプしていくと、[ここをタップして新しいコ

レクションを作成] というメッセージが表示されます。 

2. このメッセージをタップします。 

3. 画面のキーボードから、新しいコレクションの名前を入力します。 

4. 入力が完了したら [完了] をタップします。 

コレクションを移動する 

本棚の本と同じようにコレクションを整理できます。パーソナルコレクションをコレク

ション画面上で移動したり、他のコレクション内にサブコレクションとして入れ込んだ

り、元に戻したりできます。  

コレクション画面でコレクションを左右に移動するには： 
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 コレクションを長押しし、移動させたい場所までドラッグします。 

パーソナルコレクションをコレクション画面または他のパーソナルコレクションから移

動するには： 

1. コレクションが開いている場合は閉じます。 

2. コレクションを長押しすると、[他のコレクションに移動] というメッセージが画面

上部に表示されます。 

3. コレクションを [他のコレクションに移動] にドラッグします。 

コレクションのリストが表示されます。 

4. 追加先のコレクションをタップします。 

5. [完了] をタップします。 

パーソナルコレクションの名称を変更する 

見つけやすいように、また、内容がすぐにわかるように、パーソナルコレクションの名

称は自由に変更できます。コレクション名を変更しても、保存されているアイテムやア

イテムの順番は変わりません。  

メモ： 

 [ライブラリ - 本]、[ライブラリ - プレビュー]、[読了] の 3 つのコレクション

は、削除や名称変更ができません。 

 ライブラリから保存した本を含むパーソナルコレクション名を変更すると、他

のデバイスのライブラリでもコレクション名が変更されます。  

コレクション名を変更するには： 

1. コレクションをタップして開きます。 
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2. ダイアログボックスが表示されるまで、コレクション名を長押しします。 

3. 画面のキーボードから新しいコレクション名を入力します。 

4. [完了] をタップすると、コレクション名が変更されます。 

パーソナルコレクションを削除する 

アイテムを整理する場合や、好みが変わった場合は、不要になったコレクションを削除

できます。コレクションを削除すると、中に保存されているすべてのアイテムおよびサ

ブコレクションも削除されます。ただし、ライブラリコレクションのアイテム（本やプ

レビュー）、ギャラリーなどのアプリで保存されている画像、アプリやウィジェットの

ショートカットはライブラリからは削除されますが、元のファイルには残ります。  

メモ：[ライブラリ - 本]、[ライブラリ - プレビュー] 、[読了] の 3 つのコレクション

は、削除できません。 

コレクションを削除するには： 

1. コレクションが開いている場合は閉じます。 

2. コレクションを長押しすると、[削除する] メッセージとごみ箱アイコン  が画面上

部に表示されます。 

3. コレクションを [削除する] メッセージの上にドラッグします。 

ごみ箱に入るとコレクションが赤く変化します。 

4. 画面から指を放すと確認メッセージが表示されます。 

5. [削除] をタップします。 
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メモ：コレクションにアプリが含まれている場合、コレクションを削除してもアプリは

アンインストールされません。アプリをアンインストールするには、アプリ＆ウィジェ

ットページで操作してください。 

コレクションの移動 

コレクションに新たなアイテムを追加するたびに、コレクションは少しずつ大きくなり

ます。コレクションに追加した新しいアイテムは、同類のアイテムの右側に表示されま

す。例えば、写真を追加すると、コレクションにすでに保存されているアプリや画像の

右に表示されます。表示画面がアイテムでいっぱいになったら、右から左にスワイプす

ると続きが表示されます。 

パーソナルコレクションにアイテムを追加 

気に入ったウェブサイト、ビデオ、画像、本、音楽、フレーズを見つけたら、好きなコ

レクションにショートカットを追加できます。ひとつのアイテムを複数のコレクション

に追加することもできます。  

ウェブブラウザからアイテムを追加する 

ページをブックマークするのと同じ要領で、ブラウザで表示中のページを追加アイコン

から簡単にコレクションに追加できます。 

ブラウザからアイテムを追加するには：  

1. Kobo Arc 7 のブラウザで、コレクションに追加したいページを開きます。 

2. ブラウザページの右上にある追加アイコン  をタップします。 

3. [コレクションに追加] をタップします。 
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4. アイテムの保存先となるコレクション名を選択し、[完了] をタップします。 

アプリからアイテムを追加する 

ギャラリーなどのアプリではページの上部に共有アイコン  があり、追加メニュー   

からアイテムをコレクションに簡単に追加できます。また、You Tube などのアプリで

は、ページ上部の共有アイコン  をタップして表示されるメニューから [コレクショ

ンに追加] を選択します。アクションアイコン  から共有オプションを使用する場合も

あります。 

メモ：共有やコレクションへの追加ができないアプリもあります。 

アプリからアイテムを追加するには： 

1. コレクションに追加したいアイテムをアプリから開きます。 

2. アイテムをタップして選択します。 

3. アイテムを以下のいずれかの方法で追加します。 

a. 画面上部の追加アイコン  から追加します。 

b. 共有アイコン  をタップして開き、 [コレクションに追加] を選択します。 

c. アクションアイコン  をタップして開き、[共有] -> [コレクションに追加] を

選択します。 

4. アイテムの保存先となるコレクション名を選択し、[完了] をタップします。 
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ライブラリから本を追加する 

Kobo Arc 7 を同期すると、ダッシュボードおよびライブラリコレクションに、最新の

本、プレビュー、おすすめが表示されます。好きなアイテムがあったらパーソナルコレ

クションに追加しておけば、すぐに見つけて開くことができます。  

パーソナルコレクションに本を追加するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. コレクション画面が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

3. [ライブラリ - 本] または [ライブラリ - プレビュー] をタップします。 

4. コレクションに追加したい本の表紙を長押しすると、画面上部に [コレクションに追

加] と表示されます。 

5. 本を [コレクションに追加] にドラッグすると、表紙が青く変化します。 

6. 画面から指を放します。 

7. 本の保存先となるコレクション名を選択し [完了] をタップします。 

アイテムのサイズ変更 

パーソナルコレクションを見やすく整理するため、または写真などのアイテムがよく見

えるように、パーソナルコレクションに追加したアイテムのサイズを変更できます。  

アイテムのサイズを変更するには： 

1. アイテムを長押しすると、アイテムが青線で囲まれます。 

2. 指を放すと四隅に ● が表示されます。 
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3. 青線上に指を置き、アイテムを大きくする場合はピンチアウト、小さくする場合は

ピンチインします。 

メモ：アプリによってはサイズを変更できない場合もあります。 

パーソナルコレクションからアイテムを削除 

思いどおりのコレクションを維持するためには、アイテムを削除することも必要です。

アイテムを削除しても、コレクションから削除されるだけで Kobo Arc 7 から削除され

るわけではないので安心です。例えば、ライブラリの本は [ライブラリ - 本] コレクシ

ョンに、撮影した写真は ギャラリーに残ります。また、アプリやウィジェットはアプリ 

ページからいつでもアクセスできます。 

メモ：インターネットからウェブページや画像を追加した場合は、コレクションから削

除してしまうと、再び同じアイテムを見つけることが困難な場合があるのでご注意くだ

さい。 

コレクションからアイテムを削除するには：  

1. 画面上部にごみ箱アイコン  および [削除] のメッセージが表示されるまでアイテ

ムを長押しします。 

2. アイテムをドラッグしてごみ箱に入れると赤く変化します。 

3. アイテムから指を放します。  
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アプリの活用 

このセクションの内容： 

 Kobo Arc 7 とアプリについて 

 メールアプリの設定 

 インターネットを見る 

 音楽を聴く 

 写真やビデオを見る 

Kobo Arc 7 とアプリについて 

アプリを利用してさまざまな種類のアイテムやゲームを楽しめます。アプリには、Wi-

Fi によるインターネット接続が必要なものと、オフラインでも利用できるものがありま

す。 

メールアプリの設定 

Kobo Arc 7 にプリインストールされたメールアプリには、お好きな e メールアカウン

トを設定できます。e メールアカウントの設定が完了すると、そのアカウントで保存し

ている e メールと連絡先が表示され、e メールの送受信を開始します。また、新着メー

ルの通知設定やアカウントごとの通知音設定なども可能です。 
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メモ：クイック起動バーまたはアプリ＆ウィジェットページから、プリインストールさ

れた Gmail アプリにアクセスできます。お持ちのアカウントでログインすれば、すぐ

に Gmail を利用できます。 

メールアプリで e メールアカウントを設定するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部にあるアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. メールアプリアイコン  をタップします。 

メモ：初めてメールアプリを開いた場合は [アカウント設定] ページが表示されます。

[アカウント設定] ページが表示されたら、ステップ 7 から設定を開始してください。

追加する場合はステップ 4 から開始してください。 

4. 画面上部にあるアクションアイコン  をタップします。 

5.  [設定] をタップします。 

6. 画面右上にある [アカウントを追加] をタップします。 

7.  [メールアドレス] 入力欄に e メールアドレスを入力します。 

8. [パスワード] 入力欄にパスワードを入力します。 

9. [次へ] をタップします。 

10. 以下のアカウントオプションを設定します。 

a. 受信トレイを確認する頻度： [自動 (プッシュ)] に設定して 新着 e メールを

都度知らせる、あるいは新着 e メールをチェックする間隔を選択します。 
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b. 同期の間隔：[自動] に設定して e メールアカウントへの変更を都度表示する、

あるいは表示する間隔を選択します。同期すると、他のデバイスで行った e 

メールの送信や削除などがメールアプリに反映されます。 

c. いつもこのアカウントでメールを送信：メールアプリに複数のアカウントが設

定されている場合、すべての e メールをこのアカウントから送信します。 

d. メールの着信を知らせる：e メールが届くたびに通知します。 

e. このアカウントから連絡先を同期する：このアカウントの連絡帳をメールアプ

リで利用できます。 

f. このアカウントからカレンダーを同期する：このアカウントの予定カレンダー

をメールアプリで利用できます。 

g. このアカウントからメールを同期する：このオプションを有効にすると、

Kobo Arc 7 で行った変更が、その e メールアカウントを使用するすべてのデ

バイスに反映されます。例えば、Kobo Arc 7 で e メールを読むと、他のデバ

イスでそのメールが既読になります。 

h. Wi-Fi 接続時に添付ファイルを自動的にダウンロードする：e メールに添付フ

ァイルがある場合、自動的にダウンロードされます。 

メモ：このオプションを無効にしていても、個々に添付ファイルをダウンロー

ドできます。 

11. [次へ] をタップします。 

12. このアカウントに名前を付ける（省略可）： 

メールアプリに表示するアカウント名を作成します。複数作成した場合はリストから

アカウントを選択できます。 

13. [次へ] をタップします。 
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メモ：ご利用の e メールアカウントによっては、その他の設定オプションや必須項目へ

の入力が要求される場合があります。e メールや連絡先の設定についてご不明な点があ

る場合は www.androidcentral.com を参照するか、ご利用の e メールサービスプロバ

イダーまたは管理者にお問い合わせください。 

同期された e メールアカウントを表示するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. メールアプリアイコン  をタップします。 

アカウントを切り替えるには： 

1. 画面左上にある、利用中の [e メールアカウント名] をタップします。 

2. 表示したいアカウント名を選択します。 

インターネットを見る 

Kobo Arc 7 にはウェブブラウザがプリインストールされています。他のウェブブラウ

ザをダウンロードして利用することもできます。  

インターネットを見るには Wi-Fi（ワイヤレス）ネットワークに接続してください。  

ウェブブラウザを開くには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. ブラウザアイコン  をタップします。 

http://www.androidcentral.com/
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音楽を聴く 

Kobo Arc 7 では Play ミュージックなどのアプリを使用して、音楽ファイル（MP3 な

ど）を聴くことができます。YouTube などのオンライン音楽サービスに接続すること

も可能です。  

本体背面のスピーカーまたはヘッドフォンで音楽を聴くことができます。音量は本体右

側の音量ボタンまたはお使いのアプリで調節してください。  

メモ：音量を大きくした場合、内蔵スピーカーを使用した場合は、より多くの電力を消

費します。 

MP3 などのオーディオファイルを Kobo Arc 7 で再生するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. 音楽ファイルの再生に使用するアプリ（Play ミュージック  など）をタップして

開きます。 

4. オーディオファイルの再生を開始します。  

アプリまたはオンライン音楽サービスを使って音楽を再生するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. 利用したいアプリをタップします。 

4. アプリを立ち上げてオンラインストリーミングを聴きます。  
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写真やビデオを見る 

ギャラリーで画像、ビデオ、 Kobo Arc 7 で撮影した写真をオフラインで表示したり、

YouTube などのアプリからオンラインメディアを表示したりできます。画面の明るさ

を調節したり、回転させて画面の向きを変えたり、より見やすい状態で視聴してくださ

い。  

メモ ：内蔵の HDMI から接続すれば、画像を Kobo Arc 7 からテレビなどの HDMI 対

応機器にストリーミングすることもできます。 

 ギャラリーアプリを使って画像、ビデオ、オンラインメディア、Kobo Arc 7 で撮影し

た写真を見るには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. ギャラリーアイコン  をタップします。 

4. 見たい画像またはビデオを保存しているアルバムをタップします。 

5. 画像またはビデオをタップします。 

メモ：アイテム数が多い場合は左右にスワイプして画像を探します。 
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電子書籍の追加 

このセクションの内容： 

 新しい電子書籍の検索 

 電子書籍の購入 

 他社ストアで購入した電子書籍の追加 

新しい電子書籍の検索 

新しい電子書籍の検索方法は数通りあります。 

ダッシュボードには、新作や人気の本、ライブラリに保存されている本から割り出した

おすすめの本が表示されます。  

Kobo ストアでは、カテゴリー別の検索や（50 種類以上のカテゴリーに分類されてい

ます）、著者名、シリーズ名、書名、出版社名による検索が可能です。Kobo ストアか

らは、電子書籍の購入はもちろん、プレビューを取得し [ライブラリ - プレビュー] に

追加することもできます。 

Kobo ストアにはさまざまな言語の本があります。外国語の電子書籍を探す際は、該当

する言語で検索してください。例えば、英語の本を探す場合は「pride and prejudice」

などで検索します。絞り込み設定に言語オプションが表示される場合は、言語を指定す

るとその言語の電子書籍のみが表示されます。 
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ダッシュボードで新しい本を検索 

ダッシュボードには、最近開いた本、本の評価とレビュー、検索用のおすすめや新作が

タイル形式で表示されます。あなたのライブラリコレクションにある本をもとに、新着

情報や人気作品をピックアップして表示します。 

ダッシュボードには、以下のようなタイルが表示されます。 

 おすすめ - あなたのライブラリにある本、気に入った本、高く評価した本に

関連した電子書籍を紹介します。 

 新作 - Kobo ストアに追加された新刊や人気コミックの最新号などが表示さ

れます。 

 ランキング - Kobo ストアで現在最も売れている書籍です。 

ダッシュボードのタイルから次に読む本を探すには： 

1. 画面下部にあるホームアイコン  をタップします。 

2. ページを上方向にスワイプすると、さらにタイトルが表示されます。 

3. 見たいタイルをタップすると右側からパネルが開きます。 

4. 表示された本を上方向にスワイプしていくと、さらに本が表示されます。 

5. 本の表紙をタップして内容紹介を表示すると、プレビューの取得や本の購入が可能

になります。 

新しい本をカテゴリー別に検索 

Kobo ストアは本を検索しやすいように電子書籍をカテゴリー別に表示しています。人

気作品や新作のカテゴリーと、ジャンル別のカテゴリーがあります。  
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カテゴリーから次に読む本を探すには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部のアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. Kobo ストアアイコン  をタップします。 

4. リストや本が表示されます。 

 電子書籍：ページ上部の [電子書籍] をタップするとジャンル別に本を検索で

きます。 

 リスト：表示されたリストを左にスワイプすると、さらに電子書籍が表示さ

れます。リストの右側に表示される青い矢印  をタップすると、そのカテゴ

リーのすべての本が表示されます。 

電子書籍の検索 

欲しい書籍の書名、著者名、シリーズ名、出版社名がわかっている場合は、入力して検

索しましょう。  

電子書籍を検索するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部にあるアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. Kobo ストアアイコン  をタップします。  

4. 画面上部にある検索アイコン  をタップします。 

5. 画面上のキーボードから、書名、著者名、シリーズ名、出版社名などを入力します。

入力を開始すると候補が表示されます。 
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6. 探しているものと一致する候補をタップするか、検索内容を入力します。  

7. キーボードのエンターキー ⏎ をタップします。 

電子書籍の購入 

購入したい電子書籍が見つかったら、表紙をタップして購入画面へ進みます。一度お支

払情報を入力すれば、クイック購入オプションを使用できます。クイック購入なら、登

録済みの情報ですぐに電子書籍を購入できます。  

電子書籍のお支払いには、クレジットカード、楽天スーパーポイントをご利用になれま

す。クーポンコードをお持ちの場合は、購入手続き時にコードを入力してください。 

電子書籍を購入するには： 

1. 購入したい電子書籍の表紙をタップします。 

2. [購入する] をタップして購入手続を開始します。 

3. 請求先の氏名と住所を入力します。 

メモ：アカウントでクレジットカードを使用する場合は、請求先情報がクレジット

カードに登録されている情報と一致する必要があります。 

4. [追加] をタップします。 

5. 支払方法を選んでクリックします。 

6. 支払方法の詳細を入力します。 

7. クーポンコードを利用するには： 

a. [クーポンコードを利用する] をタップします。 
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b. クーポンコードを入力します。  

c. [適用] をタップします。 

8. [購入する] をタップします。 

これで購入手続きは完了です。新しい本がライブラリコレクションに表示されます。

メモ：新しい本を Kobo Arc 7 のライブラリに表示させるには、インターネット接

続が必要です。 

[ライブラリ - プレビュー] コレクションから本を購入するには： 

1. 購入したい本のプレビュー表紙を長押しすると、オプションメニューが表示されま

す。 

2. カートアイコン  をタップし、購入手続きに進みます。 

他社ストアで購入した電子書籍の追加 

他社ストアで購入した EPUB（電子書籍の標準フォーマット）やインターネットからダ

ウンロードした無料の EPUB が DRM（デジタル著作権管理）で保護されていない 

EPUB であれば、PC から Kobo Arc 7 に追加できます。追加すると、[ライブラリ - 

本] コレクションにインポートされます。インポートした EPUB は、他のデバイス

（Kobo 電子ブックリーダーなど）のライブラリには同期されません。  

メモ：すべての電子書籍を PC からライブラリにインポートできるわけではありません。

PDF 形式の電子書籍や、DRM で保護された EPUB は追加できません。ただし、アプリ

を使用して PDF 形式の本や DRM で保護された EPUB を読むことは可能です。 

PC から Kobo Arc 7 の [ライブラリ - 本] コレクションに本を追加するには： 
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1. EPUB ファイルを Kobo Arc 7 にコピーします。  

メモ ：PC からアイテムをインポートする方法については P21「Windows / Mac 

から本やファイルを追加」を参照してください。 

2. 画面下部にあるホームアイコン  をタップします。 

3. コレクション画面が表示されるまで、左方向にスワイプします。 

4. [ライブラリ - 本] をタップします。 

5. 画面の上部にあるメニューボタン  をタップします。 

6. [コンテンツのインポート] をタップします。 

7. [スタート] をタップすると、インポート可能な本を検索して表示します。 

8. インポートしたい本のチェックボックスにチェックを入れます。 

9. [選択した本をインポート] をタップすると、本の削除についてダイアログボックス

が表示されます。 

10. 次のいずれかを選択します。 

 インポートした本の元ファイルを内部ストレージから削除する場合は「はい」

を選択してファイルをインポートします。 

 インポートした本の元ファイルを内部ストレージから削除しない場合は「い

いえ」を選択してファイルをインポートします。 

メモ：Kobo Arc 7 で ユーザーを切り替えると、この方法でインポートした本はライブ

ラリから削除されます。 
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Kobo Arc 7 で読書 

このセクションの内容： 

 Wi-Fi でライブラリを同期 

 本をダウンロード 

 本を開く 

 読書中の画面操作 

 本を閉じる 

Wi-Fi でライブラリを同期 

購入した本は、ライブラリに自動的に追加されます。ただし、ライブラリに本が追加さ

れても、Kobo Arc 7 が Wi-Fi ネットワークに接続されていない場合は、接続して同期

するまでライブラリコレクションに表示されません。 

同期とは、Kobo クラウド（セキュリティ保護されたオンラインストレージ）からライ

ブラリの変更を取得して最新の状態にすることです。Kobo クラウドには個人別のライ

ブラリを所有しているため、Kobo Arc 7 にダウンロードするアイテム数を調整してメ

モリを管理できます。 

コレクションの本の表紙に、ダウンロードアイコン  が表示されていることがありま

す。これは、アイテムがまだ Kobo Arc 7 にダウンロードされていないことを意味しま

す。本を読むときは、ダウンロードアイコンをタップして本をダウンロードしてくださ
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い。読み終わったら Kobo Arc 7 から削除してストレージの空き容量を増やせば、新た

なアイテムを入れる余裕ができます。 

同期して最新の本を Kobo Arc 7 に表示するには： 

1. 画面下部にあるホームアイコン  をタップします。 

2. コレクション画面が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

3. [ライブラリ - 本] コレクションをタップします。 

4. ページ上部にある同期アイコン  をタップします。 

Kobo Arc 7 が同期され、本、しおり、おすすめなどがアップデートされます。 

本をダウンロード 

Kobo Arc 7 で本を読むには、事前にそのアイテムをダウンロードする必要があります。

そのため、Wi-Fi ネットワークのない場所に出かけるときは、あらかじめ読みたい本を

ダウンロードしておきましょう。Kobo Arc 7 に十分な容量がある場合、お持ちの本を

すべてダウンロードしておけば、いつでも好きな本を読むことができます。  

本をダウンロードするには： 

1. 画面下部にあるホームアイコン  をタップします。 

2. コレクション画面が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

3. [ライブラリ - 本] をタップします。 

4. 本の表紙に表示されているダウンロードアイコン  をタップします。 
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5. 本のダウンロードを一時停止するには、本の表紙をタップします。表紙のダウン

ロードアイコン  が一時停止アイコン  に変わります。 

6. 一時停止したダウンロードを再開するには、もう一度表紙をタップします。 

すべての本をまとめてダウンロードするには： 

1. 画面下部にあるホームアイコン  をタップします。 

2. コレクション画面が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

3. [ライブラリ - 本] をタップします。 

4. コレクション画面上部にあるメニューアイコン  をタップします。 

5. [すべてダウンロード] をタップします 。 

開いているコレクション内のすべての本がダウンロードされます。 

 

メモ :ダウンロードを一時停止するには、[すべて停止] をタップします。 

本を開く 

コレクション画面には、[ライブラリ - 本] コレクションと [ライブラリ - プレビュー] 

コレクションがあります。ダウンロードした 本は [ライブラリ - 本] に、プレビューは 

[ライブラリ - プレビュー] に保存されます。 

メモ：完全に削除した本はライブラリに表示されません。また、PC 上で追加した本は、 

PC から Kobo Arc 7 にインポートした時点で表示されるようになります（本のインポ

ートについては P21「Windows / Mac から本やファイルを追加」を参照してくださ

い）。 



 Kobo Arc 7 ユーザーガイド 53 

ライブラリの本を開くには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. コレクション画面が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

3. [ライブラリ - 本] または [ライブラリ - プレビュー] をタップします。 

4. 必要に応じて本を並べ替えます。 

5. 画面上部のソートアイコン  をタップすると、[並べ替え] オプションが表示され

ます。 

6. 本の並べ方を選択します。 

a. 追加日：追加日順に並べ替えます。 

b. 書名：書名順に並べ替えます。（アルファベットにのみ対応）  

c. 著者：著者名順に本を並べ替えます。（アルファベットにのみ対応） 

d. 最近読んだ順：最近読んだ順に並べ替えます。 

7. 読みたい本の表紙をタップして本を開きます。  

メモ：表紙にダウンロードアイコン  が表示されている場合は、表紙をタップすると

本のダウンロードを開始します。ダウンロードが完了したら、読書を開始してくださ

い。 
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読書中の画面操作 

Kobo Arc 7 には、読書中のページ操作や検索用のオプションがたくさん用意されてい

ます。ページをめくる、指定したページに移動する、章を移動する、などをタップで簡

単に行えます。  

ページをめくるには： 

 画面の左端をタップすると次のページに移動します。 

 画面の右端をタップすると前のページに戻ります。 

メモ：横書き書籍の場合はめくる方向が逆になります。 

ページや章をジャンプするには： 

1. ページ中央をタップするとページ右下に読書メニューが表示されます。 

2. ナビゲーションアイコン  をタップします。 

a. ページをスクロールするには、ナビゲーションバーの ○ をスライドさせます。

先に進む場合は左に、戻る場合は右に動かしてください。 

b. 次の章にジャンプするには、ジャンプアイコン  をタップします。 

c. 前の章にジャンプするには、ジャンプアイコン  をタップします。 

d. 移動元のページに戻るには、スナップバックアイコン  をタップします。 

 メモ：横書き書籍の場合は使用するアイコンが逆になります。 

3. 画面の中央をタップして読書を再開します。 

読書中に目次を表示するには： 
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1. 画面中央をタップします。 

2. 画面上部にある目次アイコン  をタップします。 

3. 読みたい章を目次でタップすると、その章にジャンプできます。 

本を閉じる 

読んでいる本を閉じると読みかけのページを記憶し、次にその本を開いたときに同じペ

ージを表示します。 

読書中に本を閉じるには： 

1. ページ中央をタップします。 

画面上部に本のオプションメニューが表示されます。 

2. Kobo アイコン  をタップすると本を閉じてライブラリコレクションに戻ります。 

本の削除 

読み終わった本、もう読まない本は、Kobo Arc 7 （端末）から削除するか、ライブラ

リから削除するか、選択することができます。  

本を [端末から削除] すると端末内のデータは削除され、表紙のみがライブラリに残り

ます。本を [完全に削除] すると、データも表紙も完全にライブラリから削除されます

のでご注意ください。  

メモ：購入した本を完全に削除しても、購入履歴から本をライブラリに戻すことができ

ます。 

本を削除するには： 
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1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. コレクション画面が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

3. [ライブラリ - 本] をタップします。 

4. 削除する本の表紙を長押しします。 

表示が少し大きくなり、[削除] メッセージ が画面上部に表示されます。 

5. [削除] メッセージの上まで本をドラッグすると、本の表紙が赤く変化します。 

6. 画面から指を放すと、ダイアログボックス [本を削除] が表示されます。 

7. 次のいずれかを選択します。 

a. [端末から削除] 

本が Kobo Arc 7（端末）から削除されます（ライブラリからは削除されませ

ん）。このアイテムが削除された分、端末のストレージの空き容量は増えます

が、本はライブラリに残ります。 

b. [完全に削除] 

本が Kobo クラウド上のライブラリから削除されます。 

ライブラリから複数の本を削除するには： 

1. Kobo Arc 7 のホームアイコン  をタップします。 

2. コレクション画面が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

3. [ライブラリ - 本] をタップします。 

4. 画面上部にあるアクションアイコン  をタップします。 

5. [設定] をタップします。 
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6. [ライブラリの管理] をタップします。 

7. 削除したい本のチェックボックスにチェックを入れます。  

8. [削除] をタップします。 

9. 次のいずれかをタップします。 

a. [端末から削除] 

本が Kobo Arc 7（端末）から削除されます（ライブラリからは削除されませ

ん）。このアイテムが削除された分、端末のストレージの空き容量が増えます。 

b. [完全に削除] 

本が Kobo クラウド上のライブラリから削除されます。 
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読書体験をカスタマイズ   

このセクションの内容： 

 文字の大きさやフォントの変更 

 画面表示の変更 

 夜間モードで読書 

 読書画面の明るさを調整 

 画面の向きを変更（縦向き・横向き） 

文字の大きさやフォントの変更 

いろいろな文字の大きさやフォントを試して、一番読みやすい組合せを見つけてくださ

い。 
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読書中に文字の大きさやフォントを変更するには： 

1. ページ右下にある読書メニューアイコン ● をタップします。 

2. フォントアイコン  をタップします。 

3. お好きなフォントを選択します。  

4. スライダーを左にドラッグすると文字が小さくなり、右にドラッグすると大きくな

ります。 

5. 画面中央をタップして読書を再開します。 

画面表示の変更 

暗い場所でも読みやすいように読書中の画面表示を変更することができます。セピアモ

ードにも変更できます。  

 

読書中に画面表示を変更するには： 

1. ページ右下にある読書メニューアイコン ● をタップします。 

2. 画面表示アイコン  をタップします。 
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3. お好きな読書モードをタップします。 

 標準モード：白の背景に黒字で表示します。 

 夜間モード：黒の背景に白字で表示します。 

 セピアモード：セピア色の背景に黒字で表示します。 

4. 画面中央をタップして読書を再開します。 

夜間モードで読書 

暗い場所で長時間読書する場合は、夜間モードにするとより快適に読書できます。夜間

モードは黒の背景に白字で表示し、目への負担を軽減します。  

読書中に夜間モードにするには： 

1. ページ右下にある読書メニューアイコン ● をタップします。 

2. 画面表示アイコン  をタップします。 

3. [夜間モード] をタップします。 

4. ページ中央をタップして読書を再開します。  

読書画面の明るさを調整 

Kobo Arc 7 の画面の明るさは周囲の明るさに応じて自動的に調整されますが、お好み

の明るさに変更することも可能です。  



 Kobo Arc 7 ユーザーガイド 61 

 

読書中に画面の明るさを手動で調整するには： 

1. ページ右下にある読書メニューアイコン ● をタップします。 

2. 画面表示アイコン  をタップします。 

3.  [明るさを自動調整] のチェックボックスのチェックをはずすと、明るさ調整スライ

ダーが表示されます。 

メモ ：このチェックボックスが表示されない場合は、アプリ＆ウィジェットページ

の [設定] -> [ディスプレイ] -> [画面の明るさ] から自動調整を無効にしてくださ

い。 

4. スライダーを左にドラッグすると画面が暗くなり、右にドラッグすると明るくなり

ます。 

5. 画面中央をタップして読書を再開します。  
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画面の向きを変更（縦向き・横向き） 

Kobo Arc 7 は、縦横いずれの向きでも画面を表示できます。読む本に応じて画面の向

きを設定してください。 

縦向き表示は実際の本のように 1 ページずつ表示します。横向き表示では、以下の二通

りの表示が選択できます。 

 2 ページを見開きで表示。 

 1 ページモードで、ページをより見やすく表示。 

画面の向きを変えるには： 

 タブレットを右または左に 90 度回転させると、画面が自動的に回転します。 

メモ：タブレットが水平な状態、また、[画面の自動回転] 設定が無効になっている

場合は画面が回転しません。 

横向きで 2 ページ見開き表示にするには： 

1. ページ右下にある読書メニューアイコン●をタップします。 

2. 読書設定アイコン  をタップします。 

3. 2 ページを表示しているページレイアウトアイコン  をタップします。 

4. 画面中央をタップして読書を再開します。 

ページの向きを固定するには： 

1. ページ右下にある読書メニューアイコン ● をタップします。 

2. 詳細設定アイコン  をタップします。 
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3. [縦向きに固定] または [横向きに固定] を選択します。 

4. 画面中央をタップして読書を再開します。 
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コメント・ハイライトの追加、しおりをつける、語

句の検索 

このセクションの内容： 

 文字をハイライト 

 コメントの追加 

 しおりをつける 

 語句の検索 

文字をハイライト 

読書中に文字をハイライトしておくと、書きこみリストで参照できます。書きこみリス

トには、ハイライト表示したすべての箇所が表示されます。勉強中のメモとして利用し

たいとき、あるいは本全体のハイライト箇所を確認したいときに便利な機能です。 

 

読書中に語句をハイライトするには： 
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1. 文中のハイライトしたい語句を長押しします。 

指を放すとその語句がハイライト表示され、語句の両端にアイコン  、画面上に

テキストオプションバー  が表示されます。 

2.  アイコン   をドラッグして、ハイライトしたい部分を囲みます。 

3. テキストオプションバーで、ハイライト色を選択します。 

ハイライト表示を解除するには： 

1. ハイライトされている部分をタップすると、テキストオプションバー 

 が表示されます。 

2. テキストオプションバーの解除アイコン  をタップしてハイライトを解除します。 

読書中にハイライトのリストを表示するには： 

1. 画面中央をタップします。 

2. 画面上部にあるアイテムアイコン  をタップします。 

3. ウィンドウ右下にある [書きこみ] をタップすると、コメントやハイライトのリスト

が表示されます。 

4. 表示したいハイライトをタップすると、ハイライトされている箇所のページに移動

します。 

コメントの追加  

本にコメントを追加できます。詳しく調べたいときや、メモを残しておきたいときに便

利です。  
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コメントを追加するには： 

1. コメントを追加したい語句を長押しします。 

指を放すとその文字がハイライト表示され、語句の両端にアイコン  、画面上

にテキストオプションバー  が表示されます。 

2.  アイコン   をドラッグして語句を囲むと、その語句にコメントが紐付けられま

す。 

3. ハイライト色を選択します。 

4. テキストオプションバーのコメントアイコン  をタップします。 

5. キーボードからコメントを入力します。 

6. [保存] をタップすると、コメントアイコン  がページの端に表示されます。 

読書中にコメントを表示するには： 

1. 画面中央をタップします。 

2. 画面上部にあるアイテムアイコン  をタップします。 

3. ウィンドウ右下にある [書きこみ] をタップすると、コメントやハイライトのリスト

が表示されます。 

4. リスト内のコメントをタップすると、そのコメントを作成したページに移動します。 

コメントを編集するには： 

1. ページの右側にあるコメントアイコン  をタップすると、[コメントの編集] ウィ

ンドウが表示されます。 

2. 編集ウィンドウをタップして開き、キーボードから編集します。 
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3. [保存] をタップします。 

しおりをつける 

紙の本にしおりをつけるように、Kobo Arc 7 でも気になるページに印を付けることが

できます。  

読書中にしおりをつけるには： 

 ページの右上の角をタップすると、端を折った形のしおりアイコン  が表示

されます。 

読書中にしおりを探すには： 

1. 画面中央をタップします。 

2. 画面上部にあるアイテムアイコン  をタップします。 

3. ウィンドウ右下にある [書きこみ] をタップすると、 コメントやしおり  が表示さ

れます。 

4. しおりアイコンをタップすると、そのページが表示されます。 

語句の検索 

読書中に調べたい語句があった場合は、その語句を長押しして選択すると Wikipedia の

情報や Google 検索の結果が表示されます。 

メモ：Wikipedia や Google 検索の情報を表示するには、ワイヤレスネットワークに接

続している必要があります。 
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語句を検索するには： 

1. 調べたい語句を長押しして指を放すと、その語句がハイライト表示されます。語句

の両端にアイコン  、画面上に辞書の定義ダイアログボックスが表示されます。

（日本語未対応） 

 

メモ：ハイライト部分をドラッグして移動させ、他の部分を選択することもできま

す。 

2. [フルビュー] をタップすると辞書の検索結果を表示します。（日本語未対応） 

3. [Wikipedia] をタップすると Wikipedia の検索結果を表示します。 

4. [Google] をタップすると Google の検索結果を表示します。 

5. 辞書の言語を変更するには、情報アイコン  をタップします。 
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トラブルシューティング 
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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： 

 アプリとウィジェットのトラブルシューティング 

 Wi-Fi 関連のトラブルシューティング 

 Kobo Arc 7 の再起動 

アプリとウィジェットのトラブルシューティング 

アプリまたはウィジェットが正常に動作しない場合、あるいはアプリまたはウィジェッ

トに問題があって Kobo Arc 7 の動作に支障をきたしている思われる場合は、以下の操

作をお試しください。 

 アプリを強制停止する 

 データを消去する 

 アプリをアンインストールしてから再インストールする 

以下に示す順にトラブルシューティングを試すことをおすすめします。  

アプリを強制停止する 

アプリに問題がある場合は、そのアプリを強制停止します。 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 
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2. 画面右上に指を置き、下方向にスワイプすると、設定ショートカットが表示されま

す。 

                               

3. 設定アイコン  をタップします。 

4. [アプリ] をタップします。 

5. [すべて] が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

6. 問題のアプリを探して、アプリ名をタップして開きます。 

7. [強制停止] をタップします。 

8. [OK] をタップします。 

9. アプリを再起動して、問題が解決されたかどうか確認してください。 

データを消去する 

データを消去すると、アプリからサインアウトし、アプリに関連するデータを消去して

初期状態に戻します。もう一度サインインが必要な場合があります。 

データを消去するには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面右上に指を置き、下方向にスワイプすると、設定ショートカットが表示されま

す。 
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3. 設定アイコン  をタップします。 

4. [アプリ] をタップします。 

5. [すべて] が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

6. 問題のアプリを探して、アプリ名をタップして開きます。 

7. [データを消去] をタップします。 

8. [OK] をタップします。 

9. アプリを再起動して、問題が解決されたかどうか確認してください。 

アンインストールしてから再インストールする 

アプリに問題がある場合は、再インストールしてみてください。 

メモ：アンインストールできるのは、自分で Kobo Arc 7 に追加したアプリのみで

す。Kobo Arc 7 にプリインストールされたアプリはアンインストールできません。 

アプリをアンインストールするには： 

1. 画面下部のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面の右上に指を置いて、下方向にスワイプすると、設定ショートカットが表示さ

れます。 
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3. 設定アイコン  をタップします。 

4. [アプリ] をタップします。 

5. [すべて] が表示されるまで、右から左にスワイプします。 

6. 問題のアプリを探して、アプリ名をタップして開きます。 

7. [アンインストール] をタップします。 

8. [OK] をタップします。 

アプリを再インストールするには： 

1. Kobo Arc 7 のホームアイコン  をタップします。 

2. アプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. アプリアイコン  をタップします。 

4. Play ストアでアプリを検索してダウンロードします。 

5. [ダウンロード] ボタンをタップすると、自動的にダウンロードが開始されます。 

6. [開く] をタップし、アプリの再インストールによって問題が解決したか確認してく

ださい。 
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Wi-Fi 関連のトラブルシューティング 

Wi-Fi に接続できない、または頻繁に接続が切れる場合は、以下の操作をお試しくださ

い。 

 Wi-Fi がオンになっていることを確認する 

 利用可能なワイヤレスネットワークの範囲内であることを確認する 

 Wi-Fi を一旦オフにしてから再度オンにする 

Wi-Fi がオンになっていることを確認する 

ワイヤレスネットワークに接続するには、まず Wi-Fi をオンにする必要があります。  

メモ：画面の右上に機内モードアイコン  が表示されている場合は、機内モードがオ

ンになっています。機内モードがオンのときは、Wi-Fi がオフになります。 

Wi-Fi をオンにするには： 

1. Kobo Arc 7 の ホームアイコン  をタップします。  

画面右上に Wi-Fi アイコンが表示されていないときは、Kobo Arc 7 はワイヤレスネ

ットワークに接続されていません。 

2. 画面右上に指を置き、下方向にスワイプすると、設定ショートカットが表示されま

す。 
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3. Wi-Fi アイコン  をタップします。 

4. Wi-Fi 設定画面上部の [オフ] ボタンをタップします。 

表示が [オン] になり、利用可能なワイヤレスネットワークのリストが表示されます。 

5. 接続するネットワーク名をタップします。  

6. ネットワークのパスワードを求められたら、パスワードを入力します。 

7. [接続] をタップします。 

Kobo Arc 7 が正しく接続されると、ネットワーク名の下に「接続済み」と表示され

ます。 

利用可能なワイヤレスネットワークの範囲内であることを確認する 

ワイヤレスネットワークがない場所や、あってもそれを利用できない場合があります。

利用できるワイヤレスネットワークを確認するには、ホームアイコン  をタップして 

ダッシュボードを表示します。画面右上に Wi-Fi アイコン  が表示されていない場合、

Kobo Arc 7 はワイヤレスネットワークに接続されていません。 

メモ：上のセクションの手順に従って、Wi-Fi がオンになっていることを確認してから、

ネットワークに接続してください。 

Wi-Fi を一旦オフにしてから再度オンにする 

それでも Wi-Fi の問題が解決されない場合は、一旦オフにしてから再度オンにしてみて

ください。Wi-Fi を一旦オフにしてからオンにし直すことによって、Wi-Fi がハングア

ップする原因となっているダウンロードなどを一時的に停止させます。  

Wi-Fi を再度オンにするには： 

1. Kobo Arc 7 のホームアイコン  をタップして ダッシュボードを表示します。 
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2. 画面右上に指を置き、下方向にスワイプすると、設定ショートカットが表示されま

す。 

                               

3. Wi-Fi アイコン  をタップします。 

4. Wi-Fi 設定画面上部の [オン] をタップすると表示が [オフ] に切り替わり、Wi-Fi が

切断されます。Wi-Fi 表記の右横の [オフ] をタップすると表示が [オン] になりま

す。 

5. [Wi-Fi] をタップすると、利用可能なワイヤレスネットワークのリストが表示されま

す。 

6. 接続するネットワーク名をタップします。  

7. ネットワークのパスワードを求められたら、パスワードを入力します。 

8. [接続] をタップします。 

Kobo Arc 7 が正しく接続されると、ネットワーク名の下に「接続済み」と表示され

ます。 

Kobo Arc 7 の再起動 

Wi-Fi に再接続しても問題が解決しない場合は Kobo Arc 7 の電源を切って再起動する

と、問題が解決することがあります。Kobo Arc 7 を再起動したときにソフトウェアア

ップデートのダウンロードを求められたら、アップデートを行ってください。アップデ

ートにより問題が解決される場合があります。  
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1. メッセージダイアログが表示されるまで電源ボタンを長押しします。 

2. [電源を切る] をタップします。 

3. [OK] をタップします。 

4. Kobo Arc 7 の電源が切れるまでしばらく待ちます。 

5. 電源が切れたら再度電源ボタンをスライドさせ、そのまま 2、3 秒間待ち、 Kobo 

Arc 7 を再起動します。 



 Kobo Arc 7 ユーザーガイド 78 

サポート情報  

Kobo Arc 7 の使用方法や操作方法についてご不明な点がある場合は、ヘルプ機能をご

利用ください。ヘルプ機能では、「Kobo Arc 7 を充電するには？」のように、文章で

質問を入力できます。 

メモ：ヘルプ機能を利用するには Wi-Fi 接続が必要です。 

ヘルプ機能を利用するには： 

1. Kobo Arc 7 のホームアイコン  をタップします。 

2. 画面下部にあるアプリ＆ウィジェットアイコン  をタップします。 

3. ヘルプアイコン  をタップします。 

4. 検索ボックスに質問を入力します。 

Kobo へのお問い合わせ 

上記のヘルプ  で質問の回答が見つからない場合は、 

Kobo（http://www.kobobooks.com/help）にお問い合わせください。 

安全、規制、保証に関する情報 

Kobo Arc 7 の安全、規制、保証に関する情報は、弊社ウェブサイト

（rakuten.kobobooks.com）でご確認いただけます。 

メモ：適合宣言は Kobo Arc 7 モデルによって異なる場合があります。モデル番号を確

認する方法については上記ウェブサイトをご参照ください。 

http://www.kobobooks.com/help

