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本書内容に関するお問い合わせについて
このたびは翔泳社の書籍をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。弊社では、読者の皆様からのお問い合わせに適
切に対応させていただくため、以下のガイドラインへのご協力をお願い致しております。下記項目をお読みいただき、手順に
従ってお問い合わせください。

●ご質問される前に
弊社Webサイトの「正誤表」や「出版物Q&A」をご確認ください。これまでに判明した正誤や追加情報、過去のお問い合わせ
への回答（FAQ）
、的確なお問い合わせ方法などが掲載されています。
正誤表
http://www.seshop.com/book/errata/
出版物Q&A
http://www.seshop.com/book/qa/

●ご質問方法
弊社Webサイトの書籍専用質問フォーム（http://www.seshop.com/book/qa/）をご利用ください（お電話や電子メールによるお
問い合わせについては、原則としてお受けしておりません）。

※質問専用シートのお取り寄せについて
Webサイトにアクセスする手段をお持ちでない方は、ご氏名、ご送付先（ご住所／郵便番号／電話番号またはFAX番号／電子
メールアドレス）および「質問専用シート送付希望」と明記のうえ、電子メール（qaform@shoeisha.com）、FAX、郵便（80
円切手をご同封願います）のいずれかにて 編集部読者サポート係 までお申し込みください。お申し込みの手段によって、
折り返し質問シートをお送りいたします。シートに必要事項を漏れなく記入し、 編集部読者サポート係 までFAXまたは郵便
にてご返送ください。

●回答について
回答は、ご質問いただいた手段によってご返事申し上げます。ご質問の内容によっては、回答に数日ないしはそれ以上の期間
を要する場合があります。

●ご質問に際してのご注意
本書の対象を越えるもの、記述個所を特定されないもの、また読者固有の環境に起因するご質問等にはお答えできませんので、
予めご了承ください。

●郵便物送付先およびFAX番号
送付先住所
FAX番号
宛先

〒160-0006 東京都新宿区舟町５
03-5362-3818
（株）翔泳社 編集部読者サポート係

※本書に記載されたURL等は予告なく変更される場合があります。
※本書の出版にあたっては正確な記述につとめましたが、著者や出版社などのいずれも、本書の内容に対してなんらかの保証
をするものではなく、内容に基づくいかなる運用結果に関してもいっさいの責任を負いません。
※本書に記載されている会社名、製品名はそれぞれ各社の商標および登録商標です。
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