２０２０年１２月

生 物 工 学 会 誌 ２月号

広告掲載についてのお願い

拝啓 貴社におかれましては益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
さて、公益社団法人日本生物工学会の学会誌 第 99 巻 2 号（2 月号）を、下記の内容にて発行いたします。
ぜひこの機会に貴社の優秀な機器・試薬・書籍等の広告をご掲載いただきたく、お願い申し上げます。 敬具
記

【掲載予定内容】
巻頭言“随縁随意”
会社生活 40 年のあゆみ
坂口正明 (サントリー㈱)
生物工学技術賞
無細胞タンパク質合成系を利用した迅速抗体スクリーニング技術開発とその実用化
加藤晃代*, 中野秀雄, 兒島孝明, 永井里美 (*日本マイクロバイオファーマ㈱)
生物工学論文賞
広範な病原菌の制御に活用できる大型ファージを効率よく分離する方法
Alaaeldin M. Saad, Ahmed M. Soliman, 川崎 健, 藤江 誠, 成谷宏文, 島本 整, 山田 隆* (*広島大学)
LC-MS/MS を用いたキラルアミノ酸およびその関連代謝物の高感度分析法の開発
中野洋介, 谷口百優, 福崎英一郎* (*大阪大学)
コリネ型細菌の潜在性プラスミド pAM330 に由来する高コピー数変異体とそのコピー数制御
羽城周平*, 三橋麻由, 安枝 寿 (*味の素㈱)
光切断ペプチドアレイと質量分析を用いたプロテアーゼ加水分解部位評価法（Pep-MS assay）の開発
栗本昌樹*, 清水一憲, 越智 浩, 阿部文明, 本多裕之 (*森永乳業㈱)
微生物叢と化学成分の 2 ヶ月に渡る緻密な追跡によるサワードウの継代過程の実態解明
大城麦人, 田中 優, 百田理恵, 善藤威史, 中山二郎* (*九州大学)
麴菌 Aspergillus oryzae 由来酸性プロテアーゼの新規測定方法の開発
大東功承, 山下伸雄*, 津田修吾, 増田 駿, 山内隆寛, 窪寺隆文, 吉矢 拓, 明石貴裕 (*白鶴酒造㈱)
続・生物工学基礎講座－バイオよもやま話－
神話の時代から続く発酵食品 ヨーグルトを科学する
堀内啓史, 横尾岳大, 北條研一 (㈱明治)
バイオミディア
『代謝』の理解に必要なフラックス解析とメタボロームの大切な関係
白井智量 (理化学研究所)
微生物電気化学のすすめ
徳納吉秀 (筑波大学)
反応場をデザインして酸化反応を制御する
梅澤 覚 (長谷川香料㈱)
リボソームの交通事情と遺伝子発現
松尾芳隆 (東北大学)
クエン酸分泌生産の鍵となる輸送体
二神泰基 (鹿児島大学)
ミクロ・ビオな植物成分の生産
棟方涼介 (京都大学)
解 説
オンライン発表時代に気を付けるべき知財保護のポイント
川瀨直樹 (川瀨直樹特許商標事務所)
バイオ系のキャリアデザイン
楽しい研究との巡り合い
今井真介 (ハウス食品グループ本社㈱)
バイオ系のキャリアデザイン（就職支援 OG・OB インタビュー編）
Interview ①
向井 歩 (摂南大学)
Interview ②
大橋博之 ((地独)大阪産業技術研究所)
続・間違いから学ぶ実践統計解析【第 12 回】
統計処理の落とし穴 2
松田史生*, 川瀬雅也 (*大阪大学)
談話室
ケラチンおよびコラーゲンの簡易サンプリング法～身近な試料を用いた SDS-PAGE～
森田 強*, 茂里 康, 多中良栄 (和歌山県立医科大学)
Branch Spirit：西日本支部
就実大学発ベンチャーの紹介 株式会社ウィズレイ
工藤季之 (就実大学)
※掲載内容が一部変更になる場合もございますので、ご了承下さい。≪裏面へ続く≫

【広告料金及び媒体概要】
●媒体概要
◆発 行 部 数：２，９００部
◆原稿サイズ：Ａ４変型判
１頁 天地 240mm×左右 165mm
1/2 頁 天地 115mm×左右 165mm
◆広 告 原 稿：完全データ
※入稿形式：Adobe Illustrator CS5 以下
使用した OS とソフトのバージョンを明記し、出力見本(PDF 可)を添付して
下さい。 文字フォントは必ずアウトライン化して下さい。

◆発 行 日：２０２１年２月２５日
◆申込締切日：２０２１年１月２９日（金）
◆原稿締切日：２０２１年２月 ５日（金）

●広告掲載料金
◆表３
◆前付
◆前付
◆後付
◆後付
◆差込

１頁
１頁
1/2 頁
１頁
1/2 頁
１枚

（税込金額）

８０,０００円
７０,０００円
５０,０００円
６０,０００円
４０,０００円
１００,０００円

(88,000 円)
（77,000 円）
（55,000 円）
（66,000 円）
（44,000 円）
(110,000 円)

※原稿製作、製版は、実費をいただきます。

【広告申込先】
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

広 告 掲 載 申 込 書

年

月

日

下記の通り、
「生物工学会誌」2 月号（第 99 巻第 2 号）に広告掲載の申込をいたします。
貴 社 名：
部

署：

ご 担 当：
〒

住

印

TEL：
FAX：

所：

E-mail ：
掲載場所：
支払方法：

頁･枚
日〆

広告料金：
日払 ／ 現金 ・ 振込 ・ その他（

円
）

