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2 アプリを起動すると，メニュー画面が起動

「過去のシリーズ」をタップし，一覧から該当書籍を選択 カメラ画面が起動しますので，
これを該当するページの「Quint
Mobile」マークのついた写真に
かざすと動画が起動します（再
生開始まで，数秒かかります）．

3 のついた写真
にかざす

・「QuintMobile」は無料ですが，動画再生にデータ通信料が発生します．パケット定額サービスでのご利用を推奨します．
・本書掲載の動画閲覧サービスの提供は，本書の販売終了等により予告なく終了する場合がございますので，あらかじめご了承ください．
注）Android版をご利用の場合，当アプリがインストールできない端末がございますので，ご注意ください．詳細はこちらhttps://www.quint-j.co.jp/QuintMobile/

「QuintMobile」無料公開中
誌面で紹介している症例やテクニック等の動画閲覧サービスのご案内

［動画の閲覧方法］

※iOS9の場合

アプリをダウンロード1

本サービスは，iPadほかタブレット端末
でもご使用になれますが，iPadでご利
用の際はアプリ検索時の設定を
「iPhoneのみ」としてください．

●iPadでご利用の際の注意点

iPhoneをご利用の方は，App Storeにて「QuintMobile」（無料）
を検索し，インストール．
Androidをご利用の方は，Google Playにて「QuintMobile」
（無料）を検索し，インストール．
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