電子書籍リーダー

コミックも読みやすいスタンダードモデル
性能 × サイズ × 価格のベストバランスを実現

オープン価格
※画面はハメコミ合成のイメージです

24 時間 365 日、あなたの読書をもっと快適に
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目にやさしい

大画面で読みやすい

文字サイズが変更できる

お風呂でも快適読書

ユーザーの声に応えたこだわりの機能搭載
進化した防水機能

防水機能を備えた前モデル（
「Kobo Aura H2O」
）から、さ
らに進化し、
「HZO Protection」を搭載し、水深 2 メート
ルで最大 60 分間の耐久が可能な防水性を備えています。
端末の内部に塗布されたコーティング技術により、ポート
（USB ケーブル接続口）カバーなしに浸水に耐えることがで
き、入浴中やプールサイドでも安心して利用できます。
ブルーライトの放出量を調節可能。就寝前の読書も快適に

フロントライト技術「ComfortLight PRO」の搭載により、
昼間の読書に適した明るい白色の昼光色から、ブルーライ
トの放出量を調節し、就寝前の読書に適したオレンジ色の
電球色まで調節が可能です。就寝時間を設定すると
（注1）、
その時間に合わせて太陽光の自然な移り変わりを模倣した
色相調整も行います。

読みやすい！持ち運びやすい！
両方を満たすベストサイズ
コミックサイズのタッチスクリーン

6.8 インチの Carta E Ink HD タッチスクリーン（解像度 1,440 ×
1,080、265ppi）を採用しており、ページめくりがスムーズで、
印刷されている書籍に近い読書体験を提供します。コミック本
とおよそ同一のサイズのため、紙製のコミック本を読む感覚で
読書を楽しめたり、手軽に持ち運んだりすることが可能です。
一世代前の「Kobo Aura H2O」より、厚さは 9.7mm から 8.8mm
へ薄くなり、重さも 233g から 207g へ軽量化しました。
いつでも快適な読書を

約 8GB の内蔵メモリ容量により、テキストベースの書籍 約
6,000 冊分、または、コミック約 120 ～ 300 冊分を保存するこ
とが可能です（注 2）。また、数週間、バッテリーが持続する
ので（注 3）、旅行や外出先などでも、いつでも気軽に読書を
楽しむことができます。文字のハイライト、メモの書き込み、
内蔵辞書での検索など読書サポート機能も兼ね備えています。

（注 1） 就寝時間は、午後 9 時 00 分から午前 3 時 00 分までの間、30 分単位で設定することが可能です。
（注 2） 一般的なテキストベースの書籍 1 冊分のファイルサイズを約 1MB、コミック 1 冊分のファイルサイズを約 20 ～ 50MB で計算した理論値です。
（注 3） ライトおよび Wi-Fi をオフにした状態で、約 1 分／1ページで 1日 30 ページ読書した場合の計算値です。実際の充電持続時間は使用環境や機器の状態によっ
て異なります。

購入前から購入後まで！専用オペレーターが悩みを解決

「買おうかどうしようか迷っている…」「買ったけれど、どう始めたらいいか分からない…」
「Wi-Fi 設定や PC との接続はどうすれば…」そんな時はお電話ください！
Kobo Aura H2O Edition 2
カラ－

0120-228-442
受付時間

9:00～17:00
（年中無休）

主な仕様
ライト

：ブラック

ディスプレイ：6.8インチの Carta E Ink HDタッチスクリーン
解像度

Kobo カスタマーケア

：1,440 × 1,080（265ppi）

対応ファイル：EPUB／PDF／JPEG／GIF／PNG／BMP／
フォーマット TIFF／HTML／CBZ／CBR／MOBI
※楽天Kobo電子書籍ストアで販売しているPDF書籍のみが
サポート対象となります

内蔵メモリ容量／：約8GB
（テキストベースの本：約6,000 冊分／
*1
使用可能領域
コミック：約 120 - 300 冊分）
Wi-Fi（無線 LAN）
：Wi-Fi 802.11b／g／n（WEP／WPA／WPA2）
パソコン接続方法：USB（microUSB ケーブル 1 本同梱）
サイズ

：172 × 129 × 8.8 mm

重さ

：207g

：フロントライト内蔵、ナチュラルライト機能

バッテリー持続：数週間*2
時間の目安
フォント

：日本語フォント、欧文フォント、
サイズ調整可

内蔵辞書

：ジーニアス（英和辞典）、プログレッシブ（英
和中辞典）、大辞泉（日本語辞典）

防水

：IP×8規格準拠（水深2m／最大60分耐久）*3

メモリ拡張

：なし

*1 一般的なテキストベースの本 1 冊分のファイルサイズを約 1 MB、コミック 1 冊
分のファイルサイズを約 20MB-50MB で計算した理論値です。 *2 ライトおよび
Wi-Fi をオフにした状態で、約 1 分／1 ページで1 日30 ページ読書した場合の計
算値です。実際の充電持続時間は使用環境や機器の状態によって異なります。
*3 水中での長時間利用は前提としておりません。あくまでも生活防水とご認識く
ださい。また充電時は本体が乾いていることを必ず事前にご確認ください。

PC 動作環境 ：デスクトップ アプリをご 利用いただくには、
USBポート付きの、インターネットに接続でき
るパソコンが必要です。必要スペックについて
は以下をご参照ください。
Wi-Fi接続のみをご利用いただく場合は、5V,
500mA（推奨）で給電可能なUSB充電器または
充電環境があれば、パソコンをご利用いただく
必要はございません。
［OS］Windows 7 も しくはそれ以上
Mac OS X 10.7
（Intel）
もしくはそれ以上

［CPU］Intel Core Duo もしくはそれ以上

［メモリ］RAM 2 GB以上必要（4 GB 以上推奨）、
ハードディスクに 200 MB 以上の空き容量
※書籍データの保存に必要な分を除く。

［ディスプレイ］1,440 × 1,080 以上のディスプ
レイ解像度

【カタログ上の注意】●画像はハメコミ合成です。●カタログ掲載商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。●カタログと実際の商品の色と
は、印刷の関係で多少異なる場合がございます。●カタログ掲載の商品と他の関連機器などを接続する場合は、指定のコードを用い、各機器の取扱説明書（下記 Kobo へルプページ参照）
をよく読み手順
に従って接続してください。
【商標について】●Microsoft および Windows 7 は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標、または商標です。●Mac OS は、米国 Apple Inc.
の米国およびその他の国における登録商標、
または商標です。●その他掲載されている会社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。なお本文では、TM マークは明記していません。

【お問い合わせ】Kobo カスタマーケア
フリーダイヤル

0120-228-442

メールでのお問い合わせ：kobo@faq.rakuten.co.jp
Kobo ヘルプページ

：http://kobo.faq.rakuten.ne.jp/

Rakuten Kobo Inc.（住所：135 Liberty Street, Suite 101, Toronto, Ontario M6K1A7, Canada）

books.rakuten.co.jp/e-book/

