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【第68回日本電気泳動学会総会のシンポジウム論文集と抄録集の
J-STAGE 公開のお知らせ】

日本電気泳動学会

会員の皆様

第 68 回日本電気泳動学会総会のシンポジウム論文集と抄録集が，それぞれ電気
泳動 61 巻２号（2017）並びに Supplement 号（2017）として J-STAGE（電子版）に
掲載されましたので，お知らせ致します。
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/electroph/-char/ja/
電気泳動61巻２号についての目次は次ページ以降に付けましたので，その内容を
ご確認ください。
なお，日本電気泳動学会では学会機関誌への論文投稿を広く募集しております。
会員の皆様の積極的なご投稿を期待しております（正会員及び準会員であれば，
投稿料は無料です）。
日本電気泳動学会
編集委員長
木下 英司
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