
細胞の中に情報を記録する，個体内の空間情報を丸ごとスキャンする──ゲノム編集の実⽤を嚆⽮
として，近年のバイオテクノロジーは⽬まぐるしい発展の最中にあります．聞けば誰もが「すご
い」と認める技術の原理を知ることは⾯⽩く，また世界中の研究者が競い合って紡ぐ技術開発と新
発⾒の連鎖は，それ⾃体がエキサイティングな物語です．本書では，⽣命科学研究を志す学部⽣／
最新技術への意識が⾼い独⽴研究者に向けて，物語としても読みやすく，最新技術のキーとなる原
著論⽂を詳細に解説する内容をご執筆いただきます．

本書へのご出稿のポイント
● 最先端の細胞⼯学に意欲的な若⼿研究者，若⼿PIが⼿に取る本です

新技術の導⼊に積極的な"感度の⾼い"読者に訴求するテーマです

● 情報科学，⼯学系研究者にも相性の⾼い内容で，幅広い読者が⾒込ま
れます

⽣命を科学する 明⽇の医療を切り拓く

別冊 広告掲載のご案内
2021年8⽉発⾏予定

編集／⾕内江 望（ブリティッシュコロンビア⼤学）

別 冊 実験医学別冊 2021年8⽉発⾏予定

ブレークスルーを狙う
バイオテクノロジー （仮題）

◆ ゲノム編集 ◆ 空間トランスクリプトーム ◆ DNAバーコード
◆ DNAストレージ ◆ 細胞プログラミング ◆ 進化発⽣学

関連キーワード・技術



ページ広告
掲載⾯ 刷⾊ スペース 掲載料⾦
表紙2 4⾊ 1P 275,000
表紙3 4⾊ 1P 220,000
中付

（記事中）
4⾊ 1P 165,000
1⾊ 1P 121,000

後付

4⾊ 1P 165,000
4⾊（ブリード） 1P 181,500

1⾊ 1P 99,000
1⾊ 1/2P 60,500

記事広告 （4⾊） 2P 418,000
※写真修正・図案・版下・製版等は実費をいただきます
※ご掲載の⾴をご指定される場合は、⼀割増の料⾦を申し
受けます
※中付︓ご掲載の⾴をご指定される場合、各箇所につき1⾴
まで
※記事広告︓掲載料300,000円＋編集費80,000円。写真
撮影・取材等が伴う場合には実費をいただきます
※表⽰価格は10％税込の価格です

【発⾏元】 
株式会社 ⽺⼟社

〒101-0052 
東京都千代⽥区 
神⽥⼩川町2-5-1 
TEL: 03-5282-1211 
FAX: 03-5282-1212 
URL:
www.yodosha.co.jp/

【広告総代理店】 
株式会社 エー・イー企画

〒101-0003 
東京都千代⽥区 
⼀ツ橋2-4-4 
⼀ツ橋別館4F 
TEL: 03-3230-2744 
FAX: 03-3230-2479 
E-mail:
adinfo@aeplan.co.jp

発⾏概要

※⽇程は変更になる場合がございます
※広告の掲載内容を確認させていただく場合がございます
［モノクロ広告］データ

1⾴……天地 220 mm ×左右 150 mm
1/2⾴……天地 105 mm ×左右 150 mm

［カラー広告］データ

1⾴……天地 220 mm ×左右 150 mm
ブリード版……天地 257 mm ×左右 182 mm

記事広告

記事広告は貴社でご⽤意いただいた執筆原稿を元に
編集部にて作製します。お申し込み後、詳しい執筆
要項をお送りします。詳細はお問い合わせくださ
い。

※⼊稿形式︓Adobe Illustrator
使⽤したOSとソフトのバージョンをご
明記下さい。データは必ずアウトライン
化して下さい

広告料⾦表

別冊 広告掲載のご案内2021年8⽉発⾏予定

※

※

● 発⾏⽇ 2021年 8⽉ 発⾏予定
● 広告申込概要（B5判オフセット印刷）

申込締切⽇ 2021年 7⽉ 5⽇（⽉）
原稿締切⽇ 2021年 7⽉ 12⽇（⽉）

広告掲載申込書
 ⽇  年  ⽉ 

下記の通り、「ブレークスルーを狙うバイオテクノロジー（仮）」に広告掲載致します。　　　

貴社名︓ TEL︓ FAX︓

所在地︓〒

担当者名︓ 所属︓ E-mail︓

掲載場所︓   ⾴／枚 掲載料⾦︓

⽀払⽅法︓ ⽀払⽇︓



章立て（予定） 

  

はじめに  谷内江 望 

第 1 章 美しきテクノロジーウェブの新たな中心 

 ゲノム編集 谷内江 望 

第 2 章 細胞レベルで個体発生を追跡する 

 DNA バーコード① 増山七海 

第 3 章 DNA microscopy にみる生命高次情報の再構成 

 DNA バーコード② 山本-エヴァンス 楠，谷内江 望 

第 4 章 分子インデクシング×シングルセル解析の威力 

 DNA バーコード③ 関 元昭 

第 5 章 DNA にはどれだけ情報を詰め込められるのか？ 

 DNA データストレージ 森 秀人，石黒 宗 

第 6 章 細胞の中につくられる論理回路 

 細胞プログラミング技法と治療応用① 坂田莉奈，森 秀人 

第 7 章 RNA プログラミングによる分子プロファイルセンサー 

 細胞プログラミング技法と治療応用② 坂田莉奈，森 秀人 

第 8 章 生体モニタリングとがん免疫治療 

 細胞プログラミング技法と治療応用③ 坂田莉奈，森 秀人 

第 9 章 系統樹解析で繋がる種分化と細胞系譜トレーシング 

 進化生物学に触発されたバイオテクノロジー① 今野直輝 

第 10 章 適応進化と進化工学 

 進化生物学に触発されたバイオテクノロジー② 今野直輝 

第 11 章 生命ネットワーク情報を用いた知識体系の緻密化 

 ネットワーク解析とデータサイエンス 松尾仁嗣，谷内江 望 

第 12 章 個体の空間情報を丸ごとスキャンする 

 空間トランスクリプトミクス① 石黒 宗 

第 13 章 溢れる多様な情報の粗視化 

 空間トランスクリプトミクス② 木島佑輔，石黒 宗 

第 14 章 自動的に刻み続けられる細胞の記録 

 DNA イベントレコーダー① 森 秀人 

第 15 章 もし、細胞の中に完全な記録モニターを仕込めたら 

 DNA イベントレコーダー② 谷内江 望 

おわりに 谷内江 望 
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