
法 人 名
交 付 額
法 人 計 ( 円 )

学 校 名 交 付 額 ( 円 ) 区分 事 業 名 等

旭川大学 620,000 旭川大学 620,000 特定図書 ドイツ公法国家学関連文献コレクション

北海道尚志学園 22,733,000 北海道薬科大学 9,709,000 研究設備 高速液体クロマトグラフ質量分析計

9,086,000 研究設備 全自動細胞解析装置

3,938,000 研究設備 ゼータ電位・粒子径・分子量測定装置

藤学園 3,616,000 藤女子大学 3,616,000 研究設備 紫外可視分光光度計

北星学園 6,326,000 北星学園大学 4,620,000 研究設備 英国政治経済金融新聞データベース集成

1,706,000 研究設備 社会科学系学術図書データベース

北海学園 10,651,000 北海学園大学 1,000,000 研究設備 国際税務評論

925,000 研究設備 アメリカ研究資料コレクション

999,000 研究設備 国際政治外交研究資料コレクション

998,000 研究設備 分子生物学研究資料コレクション

1,000,000 研究設備 イタリア簿記史研究書コレクション

5,729,000 研究設備 THETIMESDigitalArchive（TDA）

電子開発学園 9,520,000 北海道情報大学 9,520,000 特別設備 シーケンシング&フラグメント解析システム

浅井学園 14,929,000 北翔大学 3,314,000 研究設備 スポーツ医学・健康科学映像資料コレクション

9,525,000 教育設備 コンピュータ教室システム（大学）

北翔大学短期大学部 2,090,000 教育設備 コンピュータ教室システム（短大）

緑ケ岡学園 1,798,000 釧路短期大学 1,798,000 教育基盤設備 情報教育用ＰＣ

青森山田学園 4,741,000 青森大学 4,741,000  教育基盤設備 「青森大学基礎スタンダード」カリキュラムのための実習環境

岩手医科大学 5,915,000 岩手医科大学 5,915,000 特別設備 クロマトグラフィーシステム

東北学院 21,329,000 東北学院大学 21,329,000 特別設備 高磁場中マイクロ波計測用ネットワークアナライザシステム

東北工業大学 20,527,000 東北工業大学 7,261,000 戦略研究設備 冷却ＣＣＤカメラ

13,266,000 戦略研究設備 飛行時間型質量分析装置（TOFMS）

私立大学等研究設備等整備費補助金（私立大学等研究設備等整備等）
平成25年度交付実績一覧
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朴沢学園 49,214,000 仙台大学 5,951,000 教育基盤設備 津波被害の減災に活用可能な天然芝生の導入管理に資する教育推進事業の展開のためのスポーツターフ維持管理装置

10,461,000 教育基盤設備 健康づくり運動推進による被災者の健康改善度測定専用車両

12,821,000 研究設備 動物用低酸素環境制御システム

725,000 研究設備 JournalofSportsandExercisePsychologyvol.1-34(1979-2012)

12,104,000 研究設備 体組成測定装置システム

7,152,000 研究設備 血液成分分析システム

宮城学院 9,822,000 宮城学院女子大学 9,822,000 教育基盤設備 情報教室のシンクライアント環境の構築

聖霊学園 5,279,000 聖霊女子短期大学 5,279,000 教育基盤設備 演習室１教育用コンピュータ演習システム整備事業

東北芸術工科大学 6,811,000 東北芸術工科大学 3,655,000  教育基盤設備 芸術学部美術科教育基盤整備事業

3,156,000 教育設備 製品デザイン教育基盤整備事業

国際医療福祉大学 30,993,000 国際医療福祉大学 2,637,000 教育基盤設備 誘発電位検査装置を活用した高度医療専門職の育成

2,740,000  教育基盤設備 無線LAN環境設備構築

25,616,000 特別設備 個別化医療のための遺伝子解析システム

高崎健康福祉大学 27,860,000 高崎健康福祉大学 14,280,000 研究設備 BDFACSJazzセルソーター

7,910,000 特別設備 パッチクランプシステム

5,670,000 特別設備 リアルタイム細胞機能形態解析システム

群馬育英学園 1,642,000 育英短期大学 1,642,000  教育基盤設備 CALLシステム用PC一式

明海大学 17,122,000 明海大学 10,360,000 特別設備 低真空分析走査顕微鏡システム

5,740,000 特別設備 ACQUITY超高速液体クロマトグラフィH-ClassSystems

1,022,000 特定図書 MaruzeneBookLibrary「建築・不動産学電子書籍コレクション」

埼玉医科大学 276,204,000 埼玉医科大学 12,212,000 教育基盤設備 マルチメディアを活用した保健医療学部情報・医療教育システム

10,132,000 教育基盤設備 学生教育用顕微鏡システム

8,260,000 研究設備 デスクトップ型次世代シーケンサーＭｉＳｅｑシステム

6,125,000 研究設備 ルミノ・イメージアナライザーImageQuantLAS4010システム

26,600,000 研究設備 共焦点スキャナボックス

13,580,000 研究設備 産婦人科リアルタイム４D超音波解析システム
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25,900,000 研究設備 ハイエンド細胞イメージアナライザーシステム

20,559,000 研究設備 BioMarkHDMX/HXシステム

17,570,000 研究設備 レーザーマイクロダイセクションシステム

13,641,000 研究設備 個別換気ケージシステム

13,587,000 研究設備 標的細胞分離濃縮・機能解析システム

7,189,000 研究設備 次世代シーケンサーサンプル前処理システム

4,270,000 研究設備 マルチラベルプレートリーダーARVOX5システム

7,804,000 戦略研究設備 サンプル超低温保存システム

10,080,000 戦略研究設備 培養細胞超低温保存システム

6,068,000 戦略研究設備 大腸菌恒温振盪培養システム

6,372,000 戦略研究設備 微量サンプル高速遠心処理システム

4,788,000 戦略研究設備 超純水製造システム

6,544,000 戦略研究設備 StepOnePlus定量的PCRシステム

5,816,000 戦略研究設備 タンパク質精製・定量システム

7,199,000 戦略研究設備 次世代シーケンサ用ライブラリ作成システム

9,450,000 特別設備 超音波画像撮影装置

10,675,000 特別設備 AppliedBiosystems3500ジェネティックアナライザ

4,451,000 特別設備 リハビリテーション領域に於ける超音波画像診断システム

17,332,000 特別設備 微生物分類同定分析装置

智香寺学園 20,097,000 埼玉工業大学 20,097,000 特別設備 植物栽培用P1温室ユニット

獨協学園 36,334,000 姫路獨協大学 2,690,000 教育設備 薬学部教育用コンピュータシステム

獨協医科大学 5,652,000 特別設備 レーザードップラー血流画像化装置

25,318,000 特別設備 次世代シークエンサー

獨協大学 2,674,000 研究設備 CabinetPapers[英国内閣記録文書集成]SeriesOne：PREM3Part1-Part11

国際学院 3,122,000 国際学院埼玉短期大学 3,122,000 教育設備 ＩＴ教育推進機器

千葉学園 6,965,000 千葉商科大学 5,149,000  教育基盤設備 インターネット中継システムのハイビジョン化対応
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1,018,000 特定図書 全国商工会議所関係資料第1期：東京商工会議所関係資料調査・報告および機関誌関係資料（含その他）

798,000 特定図書 日本近代都市［社会調査］資料集成京都市・府社会調査報告書

千葉工業大学 35,342,000 千葉工業大学 15,295,000 研究設備 超高感度等温滴定型カロリメーター

12,047,000 研究設備 放電プラズマ焼結装置

8,000,000 戦略研究設備 ファイバー結合型テラヘルツ波時間領域分光システム

廣池学園 841,000 麗澤大学 841,000 特定図書 モダニズム期日本と欧米の文化-東西比較研究コレクション-

和洋学園 6,912,000 和洋女子大学 3,342,000  教育基盤設備 ネオスコープ（卓上走査電子顕微鏡）

3,570,000 教育設備 ホールガーメント・ミニ（コンピュータ制御工業用全自動編み機）

亜細亜学園 2,500,000 亜細亜大学 900,000 特定図書 米国税制・経済改革オンラインデータベース

678,000 特定図書 JournalofCulturalEconomics.Vols.1-35.Norwell,1977-2012.Reprint.Bound.

922,000 特定図書 新訂増補国史大系NetLibrary版第二期・第三期

青山学院 19,255,000 青山学院大学 3,300,000 戦略研究設備 ガスクロマトグラフィーシステム

3,300,000 戦略研究設備 紫外可視赤外分光光度計

3,395,000 戦略研究設備 極低温物性測定装置

2,773,000 特定図書 ヨーロッパ１５世紀刊本集成インキュナブラ

6,487,000 特別設備 Ｅｕｒｏｍｏｎｉｔｏｒ消費財産業レポートパッケージ

桜美林学園 19,201,000 桜美林大学 6,876,000 教育基盤設備 授業用のPC環境

5,580,000 教育基盤設備 学生自習用のPC環境

6,035,000 教育基盤設備 造形デザイン専修用のPC環境

710,000 特定図書 環境問題研究コレクション

大妻学院 10,990,000 大妻女子大学 7,000,000 研究設備 代謝物分析用ガスクロマトグラフィー質量分析計

3,990,000 特別設備 高速液体クロマトグラフ

香川栄養学園 3,990,000 女子栄養大学 3,990,000 特別設備 ルミノ・イメージアナライザー

学習院 43,359,000 学習院女子大学 2,660,000 特定図書 外国語教育関係洋書電子書籍コレクション

学習院大学 19,740,000 研究設備 ヘリウムガス圧縮機システム

4,769,000 戦略研究設備 アコースティックソルビライザー
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4,620,000 戦略研究設備 デジタルマイクロスコープ

2,926,000 特定図書 国立国会図書館所蔵昭和前期刊行図書デジタル版集成[社会科学部門]社会科学一般団体著作物個人著作物

3,510,000 特定図書 演劇・舞台芸術研究文献コレクション

980,000 特定図書 企業財務データバンク（2013年3月期まで収録）

1,830,000 特定図書 寺社史料・禅籍書目集成

2,324,000 特定図書 AdamMatthewDigital.GlobalCommodities:Trade,ExplorationandCulturalExchange

北里研究所 514,650,000 北里大学 175,245,000 研究設備 ＰＥＴ／ＣＴ

9,482,000 研究設備 マイクロプレートシンチレーションシステム

9,667,000 研究設備 筋機能解析装置・サイベックスノルム

151,900,000 研究設備 超高磁場ＭＲＩ

48,650,000 研究設備 放射線治療計画用ＣＴ

3,000,000 戦略研究設備 高速計算コンピュータ・サーバー

15,680,000 特別設備 オートクレーブ

10,000,000 特別設備 フローサイトメーター

4,095,000 特別設備 ルミノイメージアナライザー

30,730,000 特別設備 共焦点レーザー顕微鏡システム

26,600,000 特別設備 高感度イメージングシステム

26,000,000 特別設備 質量分析器

3,601,000 特別設備 倒立顕微鏡システム

共立女子学園 8,250,000 共立女子大学 4,410,000 教育基盤設備 シンクライアントシステムを利用した学習支援環境の構築

2,940,000  教育基盤設備 ガスクロマトグラフ質量分析計を利用した食品衛生学習支援環境の構築

900,000 特定図書 ＴｈｅＭａｋｉｎｇｏｆｔｈｅＭｏｄｅｒｎＷｏｒｌｄ．ＰａｒｔⅡ：1851-1914（ＭＯＭＷ-Ⅱ）

杏林学園 85,431,000 杏林大学 23,900,000 研究設備 高解像度３D蛍光イメージングシステム

5,000,000 研究設備 脳腫瘍におけるエピジネティックス変異による遺伝子異常の定量的解析システム

4,100,000 研究設備 小型超遠心機

8,075,000 教育基盤設備 タブレットPC・無線LANを用いたバーチャルスライドによる組織標本学習システム
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7,793,000 教育基盤設備 杏林大学看護・医学教育研究棟ＰＣ室機器更新事業

18,999,000 研究設備 定性用リニアイオントラップ質量分析計LC/MSnシステム

10,533,000 特別設備 画像解析装置

3,600,000 特別設備 バイオイメージングナビゲータ

3,431,000 特別設備 凍結組織切片作製装置

慶應義塾 227,225,000 慶應義塾大学 26,951,000 研究設備 ゲノム解析デジタルシステム

26,600,000 研究設備 ラマンハイスピードイメージングシステム

24,500,000 研究設備 DARTイオン源搭載高分解能ESI-TOFMSシステム

4,459,000 研究設備 ２次元色彩輝度・照度測定システム

59,990,000 研究設備 細菌感染症早期診断研究用精密質量分析システム

26,630,000 研究設備 小動物用超音波高解像度イメージングシステム

10,605,000 研究設備 蛋白質・遺伝子解析システム

3,572,000 研究設備 リアルタイムPCRシステム

4,480,000 戦略研究設備 超遠心機

6,947,000 戦略研究設備 文化財コンテンツ作成支援設備

13,156,000 研究設備 天然成分機能性・安全性測定システム

6,440,000 研究設備 オールインワン蛍光顕微鏡（GenerationII）

6,755,000 研究設備 オキシマックスマウス/ラット用呼吸・代謝測定システムタイプ7520M

6,140,000 特定図書 15-17世紀ヨーロッパ印刷本集成

工学院大学 102,013,000 工学院大学 7,173,000 研究設備 高周波電源設備

3,612,000 戦略研究設備 ３Ｄ加工装置

26,600,000 戦略研究設備 ナノサーチ顕微鏡

3,829,000 戦略研究設備 レーザードップラー流速計

13,152,000 戦略研究設備 形状測定レーザーマイクロスコープ

9,520,000 戦略研究設備 酸素・窒素・水素分析装置

3,894,000 戦略研究設備 熱線流速計
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3,503,000 戦略研究設備 流体力計測装置

30,730,000 特別設備 誘導結合プラズマエッチング装置

國學院大學 18,235,000 國學院大學 9,905,000 特別設備 運動負荷時循環系生体反応測定システム

6,330,000 特定図書 後拾遺和謌集

2,000,000 特定図書 朝儀図巻

国士舘 8,918,000 国士舘大学 6,618,000 特別設備 レーザラマン分光光度計設備

2,300,000 特定図書 MaruzeneBookLibrary「現代社会研究電子書籍コレクション」

駒澤大学 9,177,000 駒澤大学 5,950,000 研究設備 走査電子顕微鏡

735,000 特定図書 ソーントン「ブレイク木版画作品集」2巻1977年ロンドン刊

980,000 特定図書 宮内庁正倉院事務所所蔵聖語蔵経巻第五期乙種写経DVD版

1,512,000 特定図書 東京商工会議所（経済資料センター）所蔵全国商工会議所関係資料第Ⅱ期：東アジア日本人商工会議所関係資料(明治36年～昭和20年）DVD版

慈恵大学 124,069,000 東京慈恵会医科大学 23,692,000 戦略研究設備 パラレル液相合成装置

5,375,000 戦略研究設備 動物の生理学的パラメーターの遠隔自動計測システム

21,025,000 戦略研究設備 高速神経活動イメージングシステム

5,943,000 戦略研究設備 広範囲蛍光イメージングシステム

24,836,000 特別設備 高分解能飛行時間型質量分析装置システム

26,600,000 特別設備 分析機能付き透過型電子顕微鏡一式

16,598,000 特別設備 電子顕微鏡一式

実践女子学園 4,343,000 実践女子大学 2,575,000 研究設備 鎌倉期『源氏物語』関連古筆切

1,768,000 研究設備 中世キリスト教写本（覆刻版）コレクション

芝浦工業大学 93,249,000 芝浦工業大学 15,330,000 研究設備 インキュベータ蛍光顕微鏡システム

9,450,000 研究設備 研究用スパッタリング装置

23,328,000 研究設備 無冷媒超伝導マグネット・3He冷凍機システム

8,900,000 戦略研究設備 陽子線誘起反応計測システム

7,980,000 戦略研究設備 BIM対応のCAD

12,000,000 戦略研究設備 電子ビーム真空蒸着器
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16,261,000 戦略研究設備 金属膜スパッタリング装置

順天堂 166,042,000 順天堂大学 5,600,000 研究設備 BODPOD体脂肪測定装置

12,159,000 戦略研究設備 DNAシークエンサー

26,600,000 戦略研究設備 超解像レーザー顕微鏡GatedSTEDアップグレードシステム

18,690,000 戦略研究設備 蛍光細胞動態解析システム一式

9,212,000 戦略研究設備 SCLABA-RealシステムLightVersion

17,955,000 戦略研究設備 SH800細胞分取システム一式

26,358,000 特別設備 ＣＥ-Ｑ-ＴＯＦメタボローム解析システム

4,760,000 特別設備 561nmレーザーアップグレードキット5PMT付（LSRFortessa用）

14,192,000 特別設備 生細胞イメージングシステム一式

26,663,000 特別設備 疾患に関わる生体内物質の分子間相互作用解析装置一式

3,853,000 特別設備 経皮酸素ガス分圧測定装置一式

昭和大学 86,768,000 昭和大学 25,802,000 研究設備 イオンクロマトグラム－誘導結合プラズマ質量分析システム

26,666,000 研究設備 細胞内シグナル分子の時空間的リアルタイム定量解析システム

12,495,000 戦略研究設備 FACSVerse3レーザー8カラータイプ（日本BD社）

4,591,000 戦略研究設備 倒立顕微鏡システム一式（カールツァイス社AxioObserverD1）

3,892,000 戦略研究設備 凍結切片作成装置（ThermoScientific社クリオスターNX70）

3,811,000 戦略研究設備 蛍光顕微鏡画像解析装置一式

5,580,000 教育設備 テレマイオDTS

3,931,000 教育設備 臨床に即した患者対応ロールプレイ用高機能患者シミュレーターセット

昭和女子大学 70,709,000 昭和女子大学 5,006,000 研究設備 注視点追跡システム

10,360,000 研究設備 分析走査電子顕微鏡JSM-6010LA

4,200,000 研究設備 近代日本大衆新聞集成

6,998,000  教育基盤設備 食品関連成分分析システム

4,882,000 教育設備 分光光度計（赤外、可視、紫外、蛍光測定用）システム

34,300,000 特別設備 X線分析装置SmartLab-3ｋWシステム
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4,963,000 特別設備 マルチグレーティングマイクロプレートリーダ

昭和薬科大学 32,444,000 昭和薬科大学 32,444,000 戦略研究設備 QTOFLC/MSシステム

上智学院 30,803,000 上智大学 13,423,000 研究設備 近世近代イギリス新聞・雑誌総合データベース

5,760,000  教育基盤設備 脳波計測システム

11,620,000 特定図書 フランクフルト版絵入りルター聖書

女子美術大学 28,062,000 女子美術大学 13,488,000 教育基盤設備 相模原校舎共同PC教室整備事業

8,641,000  教育基盤設備 アート・デザイン表現学科配付用PC整備事業

4,200,000 特定図書 近世美術資料と挿絵デザインの研究

1,733,000 特定図書 古活字と挿絵デザインの始原の研究

成蹊学園 6,510,000 成蹊大学 3,178,000 特定図書 近代日本産業史料集成

3,332,000 特定図書 精選近代文芸雑誌集

成城学園 1,546,000 成城大学 666,000 戦略研究設備 未来社会と文化の理論研究に関する図書一式

880,000 特定図書 MaruzeneBookLibrary中山書店「臨床精神医学講座」全36巻

清泉女子大学 22,116,000 清泉女子大学 1,982,000 研究設備 狩野文庫マイクロ版集成

8,603,000  教育基盤設備 教育用仮想サーバ基盤

9,700,000 教育設備 教育用ネットワーク基盤

1,075,000 特定図書 19世紀コレクションNineteenthCenturyCollectionsOnline(NCCO)

756,000 特定図書 狩野文庫マイクロ版集成

専修大学 19,586,000 石巻専修大学 11,620,000 研究設備 ＤＮＡシーケンサ

専修大学 2,188,000 研究設備 新世界新聞／JapaneseDailyNewWorld

3,790,000 特定図書 欧米会計史コレクション

1,988,000 特定図書 TheClaudeA.BarnettPapers:TheAssociatedNegroPress.

創価大学 65,317,000 創価大学 2,100,000 研究設備 WebofScience１９７０年代バックファイル一式

23,940,000 研究設備 細胞機能解析システム

17,500,000 研究設備 BDFACSAriaセルソーターアップグレード＆増設キット

2,666,000 研究設備 OxfordJournalsArchive社会科学分野
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13,300,000 研究設備 中・高分子量有機化合物分析システム

3,736,000 戦略研究設備 グループ学習記録システム

2,075,000 特定図書 マイクロフィルム版草の根フェミニスト団体文書集

多摩美術大学 9,147,000 多摩美術大学 4,196,000 教育基盤設備 グラフィックデザイン学科PC設備関係設備

4,951,000 教育基盤設備 環境デザイン学科PC関係設備

大乗淑徳学園 15,936,000 淑徳大学 6,284,000  教育基盤設備 ミュージック・ラボラトリー

3,033,000  教育基盤設備 アクティブラーニング用ノートＰＣ

5,319,000 教育設備 淑徳大学千葉第2ｷｬﾝﾊﾟｽ情報教室PC整備事業

1,300,000 特定図書 E-BookLibrary『臨床精神医学講座』全36巻

高千穂学園 13,693,000 高千穂大学 13,693,000 教育設備 実学教育推進のためのコンピュータシステムの整備

玉川学園 8,946,000 玉川大学 8,946,000 戦略研究設備 P2感染実験用セーフティキャビネット

中央大学 46,112,000 中央大学 11,658,000 研究設備 高精度レーザー冷却分光装置

11,636,000 研究設備 Windowsクラスター計算システム

11,620,000 研究設備 生物構造多様性高精度解析システム

4,998,000 研究設備 マイクロ光造形システム

4,417,000 教育基盤設備 文学部情報環境整備によるカリキュラム・ポリシーの実現

1,008,000 研究設備 昭和前期刊行図書デジタル版集成社会分野(個人著作物)労働問題

775,000 研究設備 WesternBooksonChinaPublishedupto1850:Language

津田塾大学 2,000,000 津田塾大学 2,000,000 特定図書 １９世紀英国文化関連資料集成

帝京大学 112,358,000 帝京大学 26,663,000 研究設備 生体分子間相互作用解析システム

8,177,000 戦略研究設備 スライドスキャナー

18,503,000 戦略研究設備 レーザーマイクロダイセクション

8,330,000 戦略研究設備 微量成分測定用NMRプローブ

4,164,000 戦略研究設備 分取用HPLCシステム

7,119,000 教育設備 多用途筋機能評価運動装置

12,749,000 特別設備 遺伝子発現イメージングシステム
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26,653,000 特別設備 生体分子構造解析定量システム

東海大学 237,471,000 東海大学 33,303,000 特別設備 溶液・生体・固体分析用高磁場NMRシステム

19,228,000 研究設備 ナノ材料分析用装置

3,608,000 研究設備 生体情報計測システム

56,959,000 研究設備 マルチビーム音響測深装置

44,660,000 研究設備 高速液体クロマトグラフ質量分析計

31,250,000  教育基盤設備 臨床実習（消化器外科学教育）用設備

11,700,000  教育基盤設備 臨床実習（麻酔科学教育）用設備

5,320,000 研究設備 電子計算機（ブレードサーバー）

28,933,000 戦略研究設備 実験動物用Ｘ線ＣＴ装置

2,510,000 教育設備 医学教材作成支援設備

東京医科大学 88,760,000 東京医科大学 17,097,000 教育基盤設備 多職種連携ＴＢＬシステム

26,600,000 研究設備 自動細胞分離システム

16,466,000 研究設備 明視野・蛍光兼用スライド撮影システム

14,444,000 戦略研究設備 次世代シークエンサーシステム一式

14,153,000 特別設備 マイクロプレートシンチレーションカウンターシステム

東京経済大学 1,984,000 東京経済大学 1,984,000 特定図書 NationalGeographicMagazineArchive,1888-1994

東京歯科大学 57,639,000 東京歯科大学 19,970,000 教育基盤設備 解剖実習室整備事業

7,313,000  教育基盤設備 バーチャルスライドシステム

5,796,000 研究設備 ルミノ・イメージアナライザー

18,753,000 教育設備 臨床基礎実習室ファントム装置整備事業

5,807,000 特別設備 マルチモードマイクロプレートリーダー

東京工芸大学 4,095,000 東京工芸大学 4,095,000 教育設備 デジタル銀塩出力機「epsilion」

東京女子医科大学 36,525,000 東京女子医科大学 5,880,000 研究設備 リアルタイムPCR装置

23,645,000 研究設備 高解像度CCD＋3D搭載インテリジェント透過型電子顕微鏡システム

7,000,000 特別設備 心臓大血管構造的疾患に対するカテーテル治療法の開発システム
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東京農業大学 54,691,000 東京農業大学 21,630,000 戦略研究設備 新型シーケンサー

9,961,000 戦略研究設備 情報解析装置

23,100,000 特別設備 組織・細胞レベルにおけるバイオロジカルリアクション解析装置

東京理科大学 91,133,000 東京理科大学 5,912,000 教育基盤設備 操作フライス盤

7,700,000 戦略研究設備 ガス濃度分析計

15,391,000 戦略研究設備 大型オートクレーブ１

15,391,000 戦略研究設備 大型オートクレーブ2

7,436,000 戦略研究設備 ケージ洗浄機

5,481,000 戦略研究設備 滅菌設備

6,615,000 戦略研究設備 実験動物飼育システム1

2,537,000 特定図書 学術文献データベース「WebofScience」1900-1944年バックファイル一式

17,614,000 特別設備 セルソーター

7,056,000 特別設備 化学発光・蛍光イメージング装置

東京薬科大学 89,311,000 東京薬科大学 37,800,000 研究設備 500MHzデジタル核磁気共鳴装置

18,200,000 研究設備 400MHzデジタル核磁気共鳴装置

9,802,000  教育基盤設備 組織切片画像解析システム

5,328,000  教育基盤設備 高機能患者シミュレータ

18,181,000 特別設備 セルソーターSH800

東邦大学 80,733,000 東邦大学 22,059,000 研究設備 創薬を目指した代謝物質解析・評価システム

3,527,000 研究設備 微生物・真核細胞培養実験室

5,796,000 研究設備 画像解析装置（ルミノ・イメージアナライザー）

26,663,000 研究設備 分離細胞解析システム

14,490,000 研究設備 等温滴定型熱量計

3,564,000 研究設備 絶対PL量子収率測定装置

4,634,000 教育基盤設備 教育用仮想サーバ基盤設備

東洋大学 203,155,000 東洋大学 64,890,000 研究設備 生体分子分取質量分析システム
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33,320,000 研究設備 バイオ・ナノハイブリッド質量分析システム

23,754,000 研究設備 タンパク質単離分取・分析システム

26,600,000 研究設備 顕微赤外分光/顕微ラマン複合評価システム

9,738,000 研究設備 2次元電気泳動解析システム

5,332,000 研究設備 ＳＥＭ装着プローバー用ステージ制御システム

26,533,000 戦略研究設備 スペクトルイメージング共焦点レーザー顕微鏡

3,333,000 戦略研究設備 太陽電池測定システム

9,655,000 戦略研究設備 GPUクラスタシステム

文化学園 4,742,000 文化学園大学 4,742,000 研究設備 身体活動及び生体指標解析システム

二階堂学園 4,410,000 日本女子体育大学 4,410,000 特別設備 LOGIQeExpert

日本大学 143,527,000 日本大学 7,107,000 教育基盤設備 教育用パソコン

6,279,000 教育基盤設備 学生系サーバー更新

5,310,000 教育基盤設備 ３Ｄデジタイザーシステム

8,973,000 研究設備 TyphoonFLA9500BGRシステム

4,044,000 教育基盤設備 ２Ｋ対応ＤＣＰプロジェクションシステム

4,161,000 研究設備 動物飼育装置

1,302,000 研究設備 林芙美子関連文芸雑誌コレクション

5,693,000 研究設備 ７．５ｔ天井クレーン

1,204,000 研究設備 マイクロフィルム版『改造』

4,653,000 研究設備 熱物性推定システム

21,269,000 研究設備 多機能材料評価・X線解析装置

14,280,000  教育基盤設備 低圧環境研究共同システム(LINCS）

6,335,000 研究設備 高速度デジタルビデオカメラ

5,873,000 研究設備 高精細・ハイクオリティサーモグラフィ装置

3,929,000 研究設備 PLD・マグネトロン・同軸スパッタ装置

3,857,000 研究設備 小型蛍光寿命測定装置

13 / 34 ページ



2,623,000  教育基盤設備 商学部情報教育用コンピュータ

29,925,000 戦略研究設備 共焦点レーザー顕微鏡システム

6,710,000 戦略研究設備 クラスター計算機

日本医科大学 71,110,000 日本医科大学 3,444,000 戦略研究設備 検体管理保存システム

56,000,000 特別設備 生体分子ディファレンシャル解析システム

11,666,000 特別設備 日立Ｘ線照射装置

日本女子大学 2,599,000 日本女子大学 709,000 特定図書 LETourDuMonde,NOUVEAUJOURNALDESVOYAGES

1,890,000 特定図書 宮内庁正倉院事務所所蔵聖語蔵経巻第一期配本随・唐経編２４３巻第二期第１回配本天平十二年御願経２３９巻

根津育英会武蔵学園 5,264,000 武蔵大学 5,264,000 教育基盤設備 映像・メディア制作設備

法政大学 30,584,000 法政大学 3,899,000 研究設備 単孔式腹腔鏡手術支援ロボットシステムの操作用力覚付入力装置

13,044,000 研究設備 コンクリート構造物の長寿命化のための劣化度評価システム

9,966,000 戦略研究設備 レーザーラマン顕微鏡（構想調書では「顕微ラマン分光装置」と記載しています）

3,675,000 戦略研究設備 ボールオンディスク式常温型摩擦摩耗試験機

武蔵野美術大学 10,869,000 武蔵野美術大学 798,000 特定図書 タイポグラフィー研究資料コレクション

2,659,000 研究設備 東西のタイポグラフィ関連資料、プライベートプレス関連資料

2,000,000 研究設備 バスカビール書体によるバスカビール聖書

1,142,000 研究設備 ヨーロッパ初期挿絵本研究

896,000 研究設備 図像関連資料：写本、挿絵本、江戸期資料

3,374,000 教育設備 3Dデータ入出力システム

明治学院 11,042,000 明治学院大学 2,171,000 研究設備 「国際私法の理論と歴史」学術文献集成

6,111,000 研究設備 遠隔授業検証システム

2,760,000 教育設備 学士力育成支援のための電子ポートフォリオシステムの整備

明治大学 148,285,000 明治大学 26,209,000 研究設備 環境ストレス応答解析のための高感度分析システム

4,781,000 研究設備 高感度冷却EMCCD検出分光器

3,960,000 研究設備 材料の変形及び損傷モニタリング試験装置

4,420,000 戦略研究設備 高速液体クロマトグラフ一式
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7,196,000 戦略研究設備 漆脂質分析用四重極型質量分析計一式

7,994,000 戦略研究設備 漆色材分析装置一式

4,555,000 戦略研究設備 植物光合成同化産物測定装置

19,333,000 戦略研究設備 植物成長調節物質測定装置

59,813,000 教育設備 生田キャンパス教育研究用システムの更新

3,024,000 特定図書 全国商工会議所関係資料第Ⅰ期

7,000,000 特定図書 岩田豊樹氏旧蔵資料一式

立教学院 96,622,000 立教大学 10,000,000 研究設備 小林昇文庫

5,826,000 研究設備 WebofScienceBackYear3files1990-2012

4,906,000 研究設備 『バウハウス叢書』全14巻初版完揃いセット

3,200,000 研究設備 斉藤茂吉『源実朝』草稿及び資料斎藤家旧蔵版本等19点付

1,235,000 研究設備 臺灣人物誌日本統治時代（1895～1945年）Parts1-3

13,146,000 戦略研究設備 大規模計算サーバー

11,998,000 戦略研究設備 超伝導マグネット

25,093,000 戦略研究設備 迅速精密質量分析装置

17,220,000 戦略研究設備 顕微ラマン分光測定装置

3,320,000 戦略研究設備 欧文アジア関係文献集成：東南アジア編

678,000 特定図書 1313年のヨハネの黙示録写本(TheApocalypseof1313)

早稲田大学 199,725,000 早稲田大学 26,600,000 研究設備 電子顕微鏡システム

26,600,000 研究設備 高精度三次元震動試験システム

26,600,000 研究設備 多目的Ｘ線回折装置

26,666,000 研究設備 オミックス解析用LC-MSシステム

24,507,000 研究設備 元素分析装置

26,600,000 研究設備 集束イオンビーム加工システム

20,000,000 研究設備 阿国歌舞伎図屏風

14,000,000 戦略研究設備 平面津波造波設備
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3,778,000 特別設備 3次元形状計測装置

4,374,000 特別設備 高速眼球運動計測装置

渡辺学園 7,954,000 東京家政大学 3,288,000 教育設備 食品カロリー測定装置一式

4,666,000 特別設備 18世紀男女フランス式衣装一組

自治医科大学 151,848,000 自治医科大学 20,454,000 戦略研究設備 生体ネットワーク再現システム

26,075,000 戦略研究設備 生体ネットワーク観察システム

17,717,000 戦略研究設備 生体ネットワーク構成細胞分離システム

16,038,000 戦略研究設備 ゲノム・エピゲノム解析システム

22,281,000 戦略研究設備 炎症関連タンパク質解析システム

22,190,000 戦略研究設備 次世代セルソーターシステム(ソニーSH800)

8,260,000 戦略研究設備 超音波診断画像装置(東芝Aplio300)

6,650,000 特別設備 QX100DropletDigitalPCRｼｽﾃﾑ

6,580,000 特別設備 リアルタイムＰＣＲＱuantStudio

5,603,000 特別設備 初期胚・幹細胞・配偶子・観察システム

日本赤十字学園 990,000 日本赤十字看護大学 990,000 研究設備 マイクロフィルム版近代日本婦人雑誌集成第一期

佐野学園 9,881,000 神田外語大学 2,120,000 研究設備 「韓国語学」研究北米博士論文集成

7,761,000 教育設備 グローバル人材育成の為のマルチメディア授業環境整備

東洋英和女学院 4,351,000 東洋英和女学院大学 3,088,000 教育基盤設備 図書館情報検索端末更新

1,263,000 特定図書 DocumentsonBritishPolicyOverseas

東京聖徳学園 10,432,000 聖徳大学 8,763,000 教育設備 情報処理総合演習設備（大学）

聖徳大学短期大学部 1,669,000 教育設備 情報処理総合演習設備（短期大学部）

目白学園 4,532,000 目白大学 933,000 特定図書 Netlibrary精選経営学関係洋書電子書籍コレクション

933,000 特定図書 Netlibrary精選国際交流関係洋書電子書籍コレクション

1,533,000 特定図書 Netlibrary精選社会福祉関係洋書電子書籍コレクション

1,133,000 特定図書 Netlibrary精選カウンセリング関係洋書電子書籍コレクション

十文字学園 3,466,000 十文字学園女子大学 3,466,000 特別設備 蛍光マイクロプレートリーダー一式
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嘉悦学園 5,817,000 嘉悦大学 3,656,000  教育基盤設備 嘉悦大学図書館学術情報システム基盤整備

2,161,000 特定図書 オンライン版企業史料統合データベース

共栄学園 12,616,000 共栄大学 12,616,000 教育設備 コンピュータ教室用ＰＣ

白梅学園 13,912,000 白梅学園大学 9,036,000 教育基盤設備 情報処理教室設備更新（大学）

2,617,000 教育設備 包括的生活・自立支援設備

白梅学園短期大学 2,259,000 教育基盤設備 情報処理教室設備更新（短期大学）

花田学園 8,524,000 東京有明医療大学 3,019,000 教育設備 教育研究電子情報共有化設備

5,505,000 特別設備 レーザースペックル血流画像化装置PericamPSI

冲永学園 2,050,000 帝京短期大学 2,050,000 教育設備 学生支援室及び給食管理実習室コンピュータ更新

三浦学園 1,568,000 有明教育芸術短期大学 1,568,000 教育設備 パソコン教室における教育基盤PCの整備

麻布獣医学園 12,487,000 麻布大学 3,466,000 戦略研究設備 蛍光顕微鏡装置一式

9,021,000 研究設備 マイクロチップ次世代シーケンサ

神奈川大学 71,708,000 神奈川大学 11,760,000 戦略研究設備 模擬太陽光照射装置

4,526,000 戦略研究設備 熱機械測定装置

3,430,000 戦略研究設備 示差走査熱量計(DSC)

9,100,000 戦略研究設備 振動円二色性分光器

16,516,000 特定図書 政治経済系新聞オンラインデータベース集成

26,376,000 特別設備 Ｘ線分析システム

関東学院 23,526,000 関東学院大学 1,000,000 戦略研究設備 TSR企業情報ファイル

796,000 特定図書 ハリウッド映画関連資料集成

1,416,000 特定図書 オンライン版企業史料統合データベース

7,000,000 特別設備 ２次元比抵抗探査・電気検層システムによる地盤構造可視化装置

6,664,000 特別設備 共焦点レーザ走査型顕微鏡

6,650,000 特別設備 表面組成マッピング装置

湘南工科大学 4,388,000 湘南工科大学 4,388,000  教育基盤設備 情報工学科ICT教育システム（1207・1213教室）

相模女子大学 3,311,000 相模女子大学 1,050,000 特定図書 マイクロフィッシュ版『明治期刊行物集成』（JMSTC）文学・言語編
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2,261,000 特定図書 研究用図書

総持学園 106,154,000 鶴見大学 12,460,000 研究設備 硬組織分化のエピジェネティクス発現解析及び機能解析システム

16,989,000 研究設備 全放射能測定システム

10,427,000 研究設備 超微細形態観察システム

8,857,000 研究設備 微量生体試料分析システム

7,686,000 教育基盤設備 エネルギー分散型蛍光Ｘ線装置

26,421,000 研究設備 バイオフィルム構成タンパク質分析システム

13,650,000  教育基盤設備 オープンCAD/CAMシステム教育支援設備

2,000,000 研究設備 玉藻切（伝後鳥羽院筆『金葉和歌集』断簡）

6,782,000 研究設備 バイオハザード分析設備

882,000 特定図書 聖語蔵経巻第２期第３回配本

聖マリアンナ医科大学 43,388,000 聖マリアンナ医科大学 2,728,000 教育基盤設備 マリアンナユビキタスキャンパス用タブレット

17,332,000 研究設備 ヒト幹細胞研究設備

23,328,000 特別設備 Ni-E共焦点顕微鏡システムA1R-NiE

フェリス女学院 4,180,000 フェリス女学院大学 2,100,000 特定図書 マイクロフィルム版「ライフ」

2,080,000 特定図書 精選近代文芸雑誌集:第Ⅲ期大衆文芸・大衆芸能雑誌集成

幾徳学園 54,600,000 神奈川工科大学 54,600,000 研究設備 透過型電子顕微鏡システム

桐蔭学園 5,880,000 桐蔭横浜大学 5,880,000 特別設備 BODPOD体脂肪測定装置

新潟科学技術学園 59,080,000 新潟工業短期大学 2,499,000 教育設備 四輪トータルアライメントテスタ

新潟薬科大学 3,339,000 研究設備 フーリエ変換赤外分光光度計

26,642,000 特別設備 高精細共焦点レーザースキャン顕微鏡システム

26,600,000 特別設備 生体分子間相互作用解析システム

新潟平成学院 6,598,000 新潟国際情報大学 3,814,000 教育基盤設備 コンピュータ演習設備の更新(351,352)

2,784,000 教育基盤設備 アクティブラーニング教室用パソコンの整備

新潟工科大学 3,936,000 新潟工科大学 3,936,000 研究設備 卓上走査電子顕微鏡

金沢工業大学 57,293,000 金沢工業高等専門学校 11,123,000 教育基盤設備 高専マルチメディア演習システム整備事業
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金沢工業大学 18,748,000 研究設備 蓄電デバイス性能評価・解析システム

10,662,000 教育基盤設備 健康・体力セルフマネジメントシステム

7,660,000 戦略研究設備 動的現象試験設備

9,100,000 特別設備 16－20世紀西欧科学技術史研究資料集成

金沢医科大学 135,423,000 金沢医科大学 3,039,000 教育基盤設備 ALSシミュレータ整備事業

12,757,000 教育基盤設備 マルチメディア教育支援システム整備事業

7,980,000 研究設備 X線診断装置

19,600,000 研究設備 レーザマイクロダイセクション顕微鏡システム（LMD7000-5）一式

26,110,000 研究設備 超音波診断装置

20,097,000 研究設備 超音波診断装置（VolusonE8Expert)

12,530,000 研究設備 リアルタイム・デジタルPCRシステム

8,960,000 研究設備 超音波診断装置（Viamo)

3,000,000 戦略研究設備 全自動磁気細胞分離装置（オートマックスプロセパレータ）

21,350,000 特別設備 セルソーター（ＳＨ８００）

金沢学院 11,184,000 金沢学院大学 7,118,000 教育基盤設備 ２４０パソコン室機器更新

4,066,000 教育基盤設備 ＣＡＬＬ学習室機器更新

金城学園 5,134,000 金城大学短期大学部 5,134,000 教育基盤設備 ゼミナール活動とパソコン検定環境を考慮したパソコン教室

福井仁愛学園 4,675,000 仁愛大学 4,675,000 教育基盤設備 グループワークを通して能動的な学習参加を実現する教育用情報基盤設備

朝日大学 33,208,000 朝日大学 33,208,000 特別設備 共焦点レーザースキャン顕微鏡（LSM710）

正眼短期大学 1,700,000 正眼短期大学 1,700,000 教育設備 ｅｰＬｅａｒｎｉｎｇ用パソコン整備事業

静岡理工科大学 29,210,000 静岡理工科大学 20,960,000 研究設備 モーターテストベンチ一式

8,250,000 研究設備 シャシダイナモ一式

聖隷学園 5,771,000 聖隷クリストファー大学 5,771,000 教育基盤設備 保健医療福祉分野における高度専門職者を育成するためのアクティブラーニング環境の基盤整備

静岡英和女学院 5,154,000 静岡英和学院大学 3,814,000 教育基盤設備 西館2階コンピュータ教室設備更新整備

静岡英和学院大学短期大学部 1,340,000 教育基盤設備 西館2階コンピュータ教室設備更新整備

愛知学院 70,493,000 愛知学院大学 21,569,000 研究設備 高速液体クロマトグラフ質量分析システム
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10,910,000 研究設備 オリンパス共焦点レーザー走査型顕微鏡FV10i-LIV

10,904,000 研究設備 日本分光製顕微赤外分光光度計

10,360,000 研究設備 自動細胞解析装置(MACSQuantAnalyzer）

5,063,000  教育基盤設備 2ヶ国語同時通訳システム

6,370,000 研究設備 疼痛評価モニタリングシステム

5,317,000 研究設備 3次元造型機

愛知大学 11,374,000 愛知大学 6,459,000  教育基盤設備 名古屋校舎教材提示システム

4,915,000 特定図書 「OxfordEconomicsグローバル経済予測データベース」（１４カ国分）

金城学院 20,119,000 金城学院大学 17,010,000 研究設備 自動細胞解析装置（フローサイトメーター）

3,109,000 教育設備 英語通訳者を養成するための同時通訳ブース

栗本学園 5,490,000 名古屋商科大学 5,490,000 教育基盤設備 情報処理教室整備事業

大同学園 31,500,000 大同大学 31,500,000 特別設備 電界放出形走査電子顕微鏡

同朋学園 26,845,000 名古屋造形大学 26,845,000 教育基盤設備 学習支援サーバー・クライアントシステム整備事業

名古屋電気学園 52,600,000 愛知工業大学 26,600,000 研究設備 建設材料および環境評価に関する化学分析システム

26,000,000 研究設備 マイクロ・ナノ表面形状測定システム及び蛍光分析システム

至学館 4,560,000 至学館大学 4,560,000 研究設備 ボックス型蛍光撮像装置

藤田学園 5,013,000 藤田保健衛生大学 5,013,000 特別設備 磁気刺激装置ラピッドスクエアーType2

中部大学 101,611,000 中部大学 33,327,000 研究設備 X線光電子分光分析装置

22,000,000 研究設備 共焦点顕微鏡

12,950,000 研究設備 走査電子顕微鏡

7,875,000 戦略研究設備 高電流密度化超伝導モデルケーブル

3,983,000 戦略研究設備 超伝導ケーブル試験装置

4,655,000 戦略研究設備 高電圧太陽電池パネル

2,609,000 教育設備 222A教材提示システム

3,628,000 教育設備 223A教材提示システム

10,584,000 教育設備 人文学部データ共有化ネットワークPCシステム

20 / 34 ページ



名城大学 77,252,000 名城大学 5,875,000 研究設備 サーモ高速液体クロマトグラフCAD+DAD逆グラジエントシステム

23,100,000 研究設備 タンパク質相互作用解析システム

26,019,000 研究設備 細胞イメージアナライザー

5,859,000 教育基盤設備 薬効評価のための電気生理学的解析装置

3,990,000  教育基盤設備 蛍光X線分析装置

3,097,000  教育基盤設備 生物形態機能解析システム

4,314,000 戦略研究設備 昇華法装置

4,998,000 特別設備 全有機体炭素計

愛知医科大学 178,910,000 愛知医科大学 22,707,000 教育設備 高機能シミュレーション設備

15,750,000 教育設備 手術用顕微鏡（眼科学）

31,968,000 特別設備 非観血的実験動物病態画像解析システム

21,392,000 特別設備 手術用顕微鏡(脳神経外科学）

19,817,000 特別設備 手術用顕微鏡(形成外科）

19,455,000 特別設備 生体タンパクアミノ酸配列情報解析システム

15,740,000 特別設備 電子内視鏡システム（耳鼻咽喉科学）

15,736,000 特別設備 汎用超音波画像診断装置

9,380,000 特別設備 睡眠評価解析装置

6,965,000 特別設備 電子内視鏡システム（泌尿器科学）

トヨタ学園 95,888,000 豊田工業大学 9,765,000 研究設備 AFM・ラマン分光複合化イメージングシステム

7,476,000 研究設備 次世代太陽電池評価用パルスレーザー

10,360,000 研究設備 燃焼・熱分解微量成分ガスの質量分析による計測システム

10,290,000 研究設備 ３次元動的変位＆応力分布計測システム

13,333,000 戦略研究設備 視触覚統合型運動・状態把握システム

9,331,000 戦略研究設備 難環境対応モータ駆動評価システム

25,333,000 戦略研究設備 真空環境極微操作・計測システム用立体電子顕微鏡

10,000,000 戦略研究設備 素子・素材開発用ツイン型ナノ計測システム
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中西学園 21,069,000 名古屋外国語大学 13,089,000 教育設備 名古屋外国語大学教育用情報機器設備更新事業

名古屋学芸大学 7,980,000 教育設備 無縫製ニットホールガーメント編成システム構築事業

菊武学園 2,579,000 名古屋産業大学 2,579,000 教育基盤設備 PBL型インターンシップにおける教育支援基盤設備

東邦学園 25,024,000 愛知東邦大学 25,024,000 教育基盤設備 情報教育用システム

神野学園 11,231,000 岐阜医療科学大学 3,045,000 教育基盤設備 蛍光ガラス線量計小型素子システム

4,249,000 教育基盤設備 臨床検査学実習画像システム

3,937,000 教育設備 脳波計

清光学園 2,408,000 岡崎女子短期大学 2,408,000  教育基盤設備 現代ビジネス教育用PC

皇學館 48,819,000 皇學館大学 23,328,000 教育基盤設備 皇學館大学情報処理教室3室機器更改

3,739,000 教育基盤設備 誘発電位・筋電図検査装置

2,690,000 教育基盤設備 循環器機能測定システム

2,000,000 研究設備 南総道学講説録・写本集

3,345,000  教育基盤設備 生細胞蛍光イメージングシステム

2,640,000  教育基盤設備 大学院研究室・学生寮パソコン室機器更改

11,077,000 教育設備 スポーツ・身体動作総合計測システム

鈴鹿医療科学大学 14,420,000 鈴鹿医療科学大学 4,567,000  教育基盤設備 高速液体クロマトグラフィ装置

4,226,000  教育基盤設備 血管内皮機能検査装置

2,861,000  教育基盤設備 脳波計

2,766,000  教育基盤設備 筋電図,誘発電位検査装置

高田学苑 1,348,000 高田短期大学 1,348,000 教育設備 医療的ケア教育設備整備事業

関西文理総合学園 26,600,000 長浜バイオ大学 26,600,000 研究設備 マトリックス支援レーザー脱離イオン化飛行時間型質量分析計

京都産業大学 41,214,000 京都産業大学 4,008,000 教育基盤設備 学生実験・演習用分散サーバシステム

26,635,000 研究設備 極端条件下測定用強力X線回折システム

6,287,000 研究設備 次世代シーケンサー

4,284,000 特定図書 イェシェック教授旧蔵書コレクション

京都女子学園 840,000 京都女子大学 840,000 特定図書 『都市問題』1巻（大正14年）～83巻（平成4年）
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京都橘学園 6,204,000 京都橘大学 3,899,000 教育設備 教育研究用基盤サーバシステム

1,478,000 特定図書 狩野文庫マイクロ版集成４－Ⅲ文学＜漢文学＞

827,000 特定図書 TheEnglishReview.

京都薬科大学 29,395,000 京都薬科大学 16,666,000 研究設備 ガスクロマトグラフ/質量分析計

8,445,000 戦略研究設備 島津高速液体クロマトグラフ質量分析装置

4,284,000 戦略研究設備 英国ラスキンテクノロジー社製ハイポキシア(低酸素)ワークステーションINVIVO400

真宗大谷学園 6,002,000 大谷大学 2,822,000 特定図書 CoreTextCollectionⅦ～Ⅹ

3,180,000 教育設備 人文情報教育設備の整備

同志社 338,931,000 同志社女子大学 11,515,000 研究設備 次世代PCRQXDropletDigitalPCRシステム一式

9,266,000 研究設備 高速液体クロマトグラフ質量分析計

同志社大学 10,395,000 研究設備 原子間力顕微鏡設備

7,350,000 研究設備 ＤＡＲＴ質量分析計

10,087,000 研究設備 粉体•薄膜•バルク体形状•組織観察特性評価装置

78,886,000 研究設備 反重力トレーニング効果評価システム

54,670,000 研究設備 炭素繊維強化熱可塑樹脂複合材料の高速成形・信頼性評価システム

21,533,000 研究設備 脳機能イメージング装置

19,915,000 研究設備 新世代走査型プローブ顕微鏡システム

19,600,000 研究設備 核磁気共鳴装置

13,294,000 研究設備 表面特性評価システム

3,150,000 研究設備 源氏八景

1,920,000 研究設備 現代労働関係図書コレクション

1,866,000 研究設備 FestschriftenundHabilitationen

1,666,000 研究設備 LaRevuedel'ArtAncienetModerne

1,533,000 研究設備 TheCambridgeReview.AJournalofUniversityLifeandThought.

3,333,000 研究設備 室町芸道伝書―連歌、立花―

4,984,000 研究設備 窒素，リン，アンモニア分析装置
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3,752,000 研究設備 Quantaurus-QY絶対PL量子収率測定装置

3,500,000 研究設備 生物由来試料の特性分析装置

6,400,000 戦略研究設備 熱物性・微細構造評価装置

5,333,000 戦略研究設備 深度測定機能付きデジタルマイクロスコープ

5,400,000 戦略研究設備 回転機構付きCVD装置

5,104,000 戦略研究設備 研究用超音波イメージングシステム

13,300,000 戦略研究設備 超音波診断装置

5,726,000 特別設備 超音波トランスデューサ評価システム

4,791,000 特別設備 超音波伝搬特性評価システム

3,500,000 特別設備 バルクナノメタル材料評価システム

3,500,000 特別設備 基礎物性（比熱と表面張力）測定装置

2,978,000 特定図書 源氏御手鑑

684,000 特定図書 日本随筆大成

ノートルダム女学院 8,584,000 京都ノートルダム女子大学 3,893,000 教育基盤設備 複合媒体編集用電子計算機及び出力装置一式

3,053,000  教育基盤設備 新ユージニア館用情報通信装置一式

933,000 特定図書 ケニコット聖書

705,000 特定図書 ビートルズ研究コレクション

花園学園 2,240,000 花園大学 2,240,000 特定図書 聖語蔵経巻第四期・第五期ＤＶＤ

立命館 79,809,000 立命館大学 29,960,000 研究設備 光学天体望遠鏡

3,394,000 戦略研究設備 ビジュアルコラボレーションシステム

25,970,000 戦略研究設備 単結晶Ｘ線構造解析装置

5,000,000 戦略研究設備 計算機クラスタシステム

4,308,000 戦略研究設備 複雑機構の運動解析システム

3,333,000 戦略研究設備 計算機一式

4,281,000 戦略研究設備 ロボットフォーメーション制御実験装置

3,563,000 戦略研究設備 コプター編隊飛行実験装置
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龍谷大学 62,039,000 龍谷大学 2,875,000 教育基盤設備 クロスプラットホーム指向マルチメディアeラーニングシステム

11,483,000 研究設備 WesternBooksonAsia:Japan

10,666,000 研究設備  CriminalLawinthe19thCenturyandCriminalLawReforminFranzvonLiszt’sTradition:Prof.Dr.RobertvonHIPPEL'sLibrary(1866-1951)

6,000,000 研究設備 REVUEDESDEUXMONDES.Years1829-1992.

980,000 研究設備 『聖語蔵経巻』第五期第１回配本

821,000 研究設備 マイクロフィッシュ版精選近代文芸雑誌集

7,627,000 戦略研究設備 ゼーダ電位・粒径測定システム

8,600,000 戦略研究設備 全反射型赤外分光光度計

7,980,000 戦略研究設備 文化財デジタルアーカイブ撮像装置一式

959,000 特定図書 フランス公法学位論文BibliothequedeDroitPublic.

888,000 特定図書 マルテンス新国際条約集成NouveauRecueilGénéraldeTraités.

853,000 特定図書 ドイツ株式会社年鑑HandbuchderDeutschenAktiengesellschaften.

831,000 特定図書 EARLYENGLISHBOOKS:Science,Magic,NaturalPhilosophy.

756,000 特定図書 満州国政府公報

720,000 特定図書 日本アジア協会紀要TheTransactionsAsiaticSocietyofJapan.

京都精華大学 23,855,000 京都精華大学 3,360,000 教育基盤設備 ビジュアルデザイン教室情報設備

4,630,000 教育基盤設備 学修支援用ノートパソコン設備

6,268,000  教育基盤設備 画像表現用実習設備

4,858,000  教育基盤設備 学生支援Webサービス設備

4,739,000 特定図書 PopularCultureMagazineDigitalArchive

明治東洋医学院 4,787,000 明治国際医療大学 4,787,000 研究設備 マイクロインジェクションシステム

瓜生山学園 9,290,000 京都造形芸術大学 4,859,000 教育基盤設備 映画制作基盤整備事業

4,431,000 研究設備 蛍光X線分析装置

佛教教育学園 1,913,000 佛教大学 1,913,000 特定図書 「京都古版地誌コレクション」

大覚寺学園 3,500,000 京都嵯峨芸術大学 3,500,000 教育基盤設備 デザイン制作工房システム

島津学園 10,185,000 京都医療科学大学 10,185,000 教育基盤設備 マルチメディア教室教育機器
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大阪経済大学 6,181,000 大阪経済大学 3,320,000 特定図書 東京大学経済学部図書館所蔵山一證券株式会社ﾏｲｸﾛﾌｨﾙﾑ版第一期第七集・第十一集・第二期第一集

2,861,000 特定図書 英国女性関係雑誌コレクション

大阪産業大学 21,585,000 大阪産業大学 17,990,000 戦略研究設備 誘導結合プラズマ質量分析装置

3,595,000 特定図書 オンライン版近世近代イギリス新聞アーカイブBritishNewspapers1600-190019thCenturyBritishLibraryNewspapersPart1+2

大阪歯科大學 26,600,000 大阪歯科大学 26,600,000 研究設備 走査型X線光電子分光分析装置

大阪電気通信大学 59,070,000 大阪電気通信大学 17,101,000 研究設備 ナノ粒子物性解析装置

6,804,000 研究設備 赤外線動的応力・歪み測定装置

35,165,000 教育基盤設備 Ｊ号館教育用コンピュータシステム整備事業第二期

大阪薬科大学 17,290,000 大阪薬科大学 13,300,000 研究設備 汎用超音波画像診断装置VividE9

3,990,000  教育基盤設備 インターネット教育基盤システム整備事業

大谷学園 11,728,000 大阪大谷大学 11,728,000 教育設備 分析走査電子顕微鏡

大手前学園 14,715,000 大手前大学 5,962,000 教育基盤設備 大手前大学メディア・芸術学部パソコンシステム

1,070,000 研究設備 天皇皇族実録（第2期～第4期）

840,000 研究設備 19世紀人名事典コレクション

705,000 特定図書 VanityFair.(Vols.1-45/no.6)

6,138,000 教育設備 大手前大学映像・アニメーション用システム

追手門学院 1,584,000 追手門学院大学 1,584,000 研究設備 法律雑誌・文献ＤＶＤ

関西大学 210,698,000 関西大学 43,554,000 教育基盤設備 ＩＴセンターシステム各学舎ステーションパソコンシステム

22,128,000 教育基盤設備 尚文館情報教室・院生教育用パソコンシステム

14,988,000 教育基盤設備 ＩＴセンターシステムオープンＰＣ１およびオープンＰＣ３パソコンシステム

8,666,000 研究設備 油圧式万能試験機

5,320,000 研究設備 全真空フーリエ変換赤外分光光度計

4,480,000 研究設備 コンパクトレオメーター

8,470,000 研究設備 時間分解蛍光測定システム

5,320,000 研究設備 分光エリプソメータ

18,514,000 研究設備 回転補償子型多入射角分光エリプソメーター
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14,920,000 研究設備 半導体電気特性・信頼性評価装置

10,200,000 研究設備 CISMicroficheLibrary2010-2011

2,586,000 研究設備 E．ウォレン文書第2部SeriesC,D

3,787,000 戦略研究設備 デジタルマイクロスコープ

5,215,000 戦略研究設備 三次元音響計測用防音室

17,129,000 戦略研究設備 イルミナ次世代シーケンサーMiSeqシステム

13,566,000 戦略研究設備 ロシュ次世代シーケンサーGSJuniorシステム

7,665,000 戦略研究設備 DNA断片化解析システム

2,132,000 戦略研究設備 中国方志庫初集3

2,058,000 特定図書 横濱正金銀行マイクロフィルム版第8期南方(1)・第9期

関西医科大学 106,240,000 関西医科大学 37,903,000 研究設備 血液体外循環回路システム

6,300,000 研究設備 低倍率発光・蛍光イメージングシステム

18,410,000 研究設備 頭頚部用３Ｄ－ＣＴ画像解析システム

10,087,000 教育設備 人体の微細構造の実践的・能動的学習システム

3,202,000 教育設備 人工呼吸器

3,622,000 教育設備 誘発筋電図装置

4,865,000 特別設備 X線骨密度測定装置

4,526,000 特別設備 トリカムPDDカメラシステム

13,300,000 特別設備 共焦点レーザスキャン顕微鏡

4,025,000 特別設備 脳波計

関西外国語大学 1,896,000 関西外国語大学 1,896,000 特定図書 DoctoralDissertationsonJapanology,2013

近畿大学 123,768,000 近畿大学 1,484,000 研究設備 全国商工会議所関係資料第Ⅱ期：東アジア日本人商工会議所関係資料（明治36年～昭和20年）

3,528,000 研究設備 マルチモードマイクロプレートリーダー

3,734,000 教育基盤設備 フリーアングル超深度観測システム

5,103,000 教育基盤設備 GEヘルスケアTyphoonFLA7000BGRシステム

7,900,000 教育基盤設備 日立X線照射装置MBR-1520R-3
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2,733,000 研究設備 〈マイクロフィッシュ版〉大正文芸書集成第二篇～第四篇ユニット10-19.

8,000,000 戦略研究設備 射出成形機

8,000,000 戦略研究設備 ワイヤ放電加工機

5,909,000 戦略研究設備 レーザー顕微鏡

4,899,000 戦略研究設備 音質評価システム

5,957,000 戦略研究設備 ヒューマンセンシング計測システム

3,850,000 戦略研究設備 誘発筋電図計

3,451,000 戦略研究設備 急速眼球運動解析装置

6,720,000 教育設備 蛍光分光光度計

26,600,000 特別設備 ベンチトップ型フーリエ変換質量分析計システム

25,900,000 特別設備 400MHz溶液NMRシステム

塚本学院 54,204,000 大阪芸術大学 5,826,000 教育基盤設備 9号館大教室AV設備更新

5,766,000 教育基盤設備 キャラクター造形学科アニメ制作編集システム

8,054,000 教育基盤設備 映像学科デジタル映像機器構築

17,274,000 教育基盤設備 舞台芸術学科20号ホール舞台照明設備更新

4,014,000 教育基盤設備 放送学科HD撮影機材とﾉﾝﾘﾆｱ編集機材

6,412,000  教育基盤設備 情報演習室設備の更新

3,645,000  教育基盤設備 デザイン学科情報演習機器更新

3,213,000 教育設備 映像学科Ａｖｉｄシステム構築

浪商学園 41,731,000 大阪体育大学 3,717,000 研究設備 科学的体調管理システムを導入した体育授業開発

11,358,000 研究設備 生体信号測定解析ｼｽﾃﾑ

4,914,000 研究設備 脳のエネルギー代謝解析システム

13,110,000 教育基盤設備 教育研究用プライベートクラウド基盤整備事業

3,576,000 教育設備 視線評価フィードバック装置

5,056,000 教育設備 障がい者のための包括的体力測定システム

桃山学院 875,000 桃山学院大学 875,000 特定図書 英国聖公会宣教協会文書館所蔵資料集成ChurchMissionarySocietyArchive
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プール学院 668,000 プール学院大学 668,000 特定図書 プール学院大学図書館電子書籍

玉手山学園 20,223,000 関西女子短期大学 6,157,000 教育基盤設備 教育用コンピュータ（短大）

2,815,000  教育基盤設備 集団ピアノ技能習得装置（電子ピアノ）

関西福祉科学大学 10,173,000 教育基盤設備 教育用コンピュータ（大学）

1,078,000 特定図書 総合社会福祉系電子書籍コレクション

羽衣学園 6,911,000 羽衣国際大学 3,869,000 教育基盤設備 HD及びファイルベース・ノンリニア編集のための実習設備

3,042,000 教育基盤設備 ポートフォリオシステムによる主体的学修推進環境設備

金蘭会学園 2,831,000 千里金蘭大学 2,831,000 教育基盤設備 一般講義室用マルテメディア設備

千代田学園 3,000,000 大阪千代田短期大学 3,000,000 教育基盤設備 医療的ケア演習ユニット（短期大学）

関西学院 113,467,000 関西学院大学 3,376,000 教育基盤設備 関西学院インフラシステム増強設備

3,300,000 研究設備 <TheNationalArchives>TheRecordoftheChildren'sBureau1912-1969

726,000 研究設備 エウセビオス《教会史》初刊本

20,655,000 研究設備  「H.S.フォックスウェル文書」TheCorrespondenceandPapersofHerbertSomertonFoxwell,M.A.,F.B.A.(1849-1936)PartⅢ

9,800,000 研究設備 オンライン版１８世紀英語・英国刊行物集成EighteenthCenturyCollectionsOnlineⅡ

3,300,000 研究設備 ベンサム≪パノプティコン≫初版第一発行

1,146,000 研究設備 対馬宗家文書第Ⅲ期倭館館守日記・裁判記録第3回配本

2,000,000 研究設備 国際私法研究文献コレクション

3,293,000 研究設備 W.ブラックストン著作と関連図書コレクション

11,052,000 戦略研究設備 グラフェン成長初期過程解析設備

26,600,000 戦略研究設備 飛行時間型質量分析計システム

10,416,000 戦略研究設備 デスクトップ単結晶Ｘ線構造解析装置

3,220,000 特定図書 L'Illustration:JournalUniversel

14,583,000 特定図書 J.S.ミル著『ソーントン氏の労働論』

甲南学園 23,721,000 甲南大学 5,796,000 戦略研究設備 ルミノイメージアナライザー

11,844,000 戦略研究設備 分子間相互作用解析装置

6,081,000 特別設備 運動時血流代謝測定システム
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神戸学院 82,679,000 神戸学院大学 27,090,000 研究設備 構造解析(NMR)システム

3,458,000 研究設備 経営シミュレーション・数値実験設備

2,450,000 研究設備 ﾄﾞｲﾂ刑法学文献復刻叢書近代刑法学者編

10,914,000 研究設備 分子間相互作用解析装置（BiacoreX100システム）

3,956,000 研究設備 GreatBritain.Parliament.ParliamentaryDebates:Hansard.Series1-4.

3,325,000 研究設備 台湾植民地研究データベースコレクション

31,486,000 特別設備 超高感度薬物・生体成分分析システム

神戸薬科大学 19,236,000 神戸薬科大学 9,240,000 研究設備 円二色性分散計

9,996,000 戦略研究設備 超音波診断装置

松蔭女子学院 4,166,000 神戸松蔭女子学院大学 2,500,000 特定図書 荒俣宏氏旧蔵「ガゼット・デュ・ボントン」バルビエ他によるポショワール集

1,666,000 特定図書 伊勢物語聞書

武庫川学院 42,416,000 武庫川女子大学 8,533,000 研究設備 研究室連携による有効性・安全性を評価した機能性食品の多角的開発研究設備

3,549,000 研究設備 病気の診断や治療に有効な新規バイオマーカー開発研究設備

8,840,000 研究設備 キャピラリー電気泳動システム

5,494,000 研究設備 スプレードライヤー

16,000,000 特別設備 島津高速液体クロマトグラフ質量分析計

行吉学園 10,296,000 神戸女子大学 5,999,000 戦略研究設備 展示設備一式

4,297,000 戦略研究設備 資料保管設備一式

兵庫医科大学 26,320,000 兵庫医科大学 26,320,000 特別設備 デジタルカメラ搭載電子顕微鏡

睦学園 7,538,000 兵庫大学 2,815,000  教育基盤設備 健康システム学科演習用システム一式

兵庫大学短期大学部 4,723,000  教育基盤設備 MLS(ミュージックラボラトリーシステム)教室の構築

関西女子学園 3,980,000 宝塚大学 3,980,000  教育基盤設備 PC演習室機器整備

玉田学園 23,394,000 神戸常盤大学 5,346,000 教育基盤設備 コンピュータ教室リプレース

2,730,000 教育基盤設備 3401教室視聴覚教育システム

3,791,000 戦略研究設備 元気でっCar（医療機器を搭載した車輌）

3,465,000 教育設備 1401教室マルチメディア教育システム
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4,057,000 特別設備 呼気ガス代謝モニター

神戸常盤大学短期大学部 2,633,000 教育基盤設備 コンピュータ教室リプレース（短大）

1,372,000 教育設備 通信制トータルシステム更新・カスタマイズ

東洋食品工業短期大学 47,374,000 東洋食品工業短期大学 45,162,000 教育基盤設備 アセプティック充填実習設備

2,212,000  教育基盤設備 偏光ゼーマン原子吸光光度計

奈良大学 1,750,000 奈良大学 1,750,000 特定図書 光悦謡本(慶長中刊)古活字版４種５点

冬木学園 6,802,000 畿央大学 3,449,000 教育基盤設備 講義収録・配信整備"CboxS2"

3,353,000 特別設備 小型超遠心機

加計学園 69,378,000 岡山理科大学 13,440,000 戦略研究設備 赤外顕微システム

千葉科学大学 4,173,000 教育基盤設備 温度変化型屈折率測定装置

倉敷芸術科学大学 51,765,000 研究設備 BDFACSAriaIIIセルソーター

川崎学園 60,798,000 川崎医科大学 18,673,000 教育基盤設備 未来志向型医学教育の実践に向けた包括的双方向性教育システム

4,830,000 教育基盤設備 医学生の総合的臨床能力の強化・向上のための高機能患者シミュレータ

10,531,000 教育設備 医学生の総合的臨床能力の実践的高機能トレーニングシステム

川崎医療福祉大学 23,467,000 教育基盤設備 学士力向上を目指した情報教育基盤設備

3,297,000 教育設備 眼底視野計を用いた網膜感度測定装置

就実学園 21,146,000 就実大学 6,420,000 特別設備 フロア型超遠心機

14,726,000 特別設備 顕微ラマン分光システム

順正学園 50,287,000 吉備国際大学 11,924,000 教育基盤設備 全学共通教育導入のためのパソコン教室機器整備事業

5,763,000  教育基盤設備 アクティブラーニング用設備

九州保健福祉大学 32,600,000 研究設備 FT-NMR装置一式

山陽学園 5,288,000 山陽学園大学 5,288,000 教育設備 情報教育システム

修道学園 2,687,000 広島修道大学 2,687,000 研究設備 Phaenomenologica全180タイトル181冊

鶴学園 72,174,000 広島工業大学 46,141,000 教育設備 仮想デスクトップ教育基盤

26,033,000 特別設備 デマンドレスポンス研究装置

広島女学院 6,899,000 広島女学院大学 6,230,000 研究設備 におい識別装置
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669,000 戦略研究設備 視覚障がい学生用点字図書

安田学園 732,000 安田女子大学 732,000 研究設備 大日本仏教全書

山陽女学園 6,022,000 山陽女子短期大学 6,022,000 教育設備 情報リテラシー教育用ＰＣ

鈴峯学園 1,845,000 鈴峯女子短期大学 1,845,000 教育基盤設備 鈴峯学園情報環境の整備事業

四国大学 27,498,000 四国大学 11,690,000 教育基盤設備 マルチメディアカフェテリアシステム(大学分)

6,422,000 教育基盤設備 情報メディア館プライベートメディアクラウドシステム

4,256,000 教育基盤設備 教育情報実習室PCネットワークシステム

3,384,000 教育基盤設備 国際文化学科マルチメディアCALLシステム

四国大学短期大学部 1,746,000 教育基盤設備 マルチメディアカフェテリアシステム(短大分)

村崎学園 6,979,000 徳島文理大学 6,979,000 教育設備 3DプリンタによるCAM実習・情報処理教育設備

徳島城南学園 4,462,000 徳島工業短期大学 2,625,000 教育基盤設備 クリーンジーゼル中型車両実習設備

1,837,000 教育基盤設備 DSG（ﾀﾞｲﾚｸﾄ･ｼﾌﾄｷﾞﾔﾎﾞｯｸｽ）作動カットモデル

四国高松学園 3,745,000 高松大学 3,745,000 教育基盤設備 アクティブ・ラーニング用２０６演習室設備

松山大学 4,298,000 松山大学 4,298,000 特定図書 横濱正金銀行第1期、第8期

今治明徳学園 4,400,000 今治明徳短期大学 2,600,000 教育基盤設備 マルチＰＣ演習システム

1,800,000 教育設備 カリキュラム改正に伴う医療的ケア教育のための機械器具整備

久留米大学 82,455,000 久留米大学 24,333,000 研究設備 脂肪細胞分離システム

18,156,000 研究設備 疾患特異的iPS細胞培養・解析システム一式

7,525,000 研究設備 細胞組織解析システム

9,975,000 研究設備 ガスクロマトグラフ質量分析装置

5,442,000 研究設備 実験動物飼養・保管システム

1,790,000 特定図書 アメリカ産業史関連重要マイクロ資料集成

1,560,000 特定図書 アメリカ議会上院商業・科学・輸送委員会資料コレクション1995-2010

9,408,000 特別設備 BDFACSVerseTMフローサイトメーター2レーザー6カラーモデル

4,266,000 特別設備 ルミネッセンスイメージングシステム

西南学院 2,870,000 西南学院大学 986,000 特定図書 コミュニケーション学研究資料コレクション全52点
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916,000 特定図書 Accounting,OrganizationandSociety

968,000 特定図書 米国税制・経済改革データアーカイブHDD版

中村産業学園 16,186,000 九州産業大学 1,626,000 特定図書 国家図書館蔵歴史檔案文献シリーズ

14,560,000 特別設備 円二色性分散計高速ストップドフローシステム

福岡大学 13,923,000 福岡大学 5,087,000 戦略研究設備 LightCycler480インスツルメントⅡ,96wellリアルタイムPCR装置

3,274,000 特定図書 米国議会委員会未公刊公聴会資料集成

2,800,000 特定図書 カール・メンガー文庫マイクロ版集成

2,028,000 特定図書 大日本維新史料稿本マイクロ版集成

734,000 特定図書 言論の自由-人権・憲法研究書集成（2001～2013年）

福岡工業大学 32,895,000 福岡工業大学 4,991,000  教育基盤設備 情報工学実験Ⅱにおける実験教材ロボットの更新

4,238,000  教育基盤設備 次世代半導体デバイス技術者養成に対応する最新膜厚測定設備の整備

10,000,000 戦略研究設備 ベクトルネットワークアナライザ

10,000,000 戦略研究設備 遠距離広範囲4次元画像計測システム

3,666,000 戦略研究設備 情報処理システム

純真学園 5,517,000 純真学園大学 5,517,000 教育基盤設備 1号館5Fパソコン実習室整備

福原学園 5,484,000 九州女子短期大学 5,484,000 教育基盤設備 九女保育ルーム

福岡学園 17,931,000 福岡歯科大学 14,700,000 教育基盤設備 診療参加型臨床実習用デジタル教材作製装置

3,231,000  教育基盤設備 脳波生体信号測定装置

筑紫女学園 18,537,000 筑紫女学園大学 8,057,000 教育基盤設備 授業環境向上のための設備整備事業（大学）

9,223,000 教育基盤設備 飛翔会館コンピュータ演習室2・自習室1設備整備事業（大学）

筑紫女学園大学短期大学部 1,257,000 教育基盤設備 飛翔会館コンピュータ演習室2・自習室1設備整備事業（短期大学部）

聖マリア学院 9,300,000 聖マリア学院大学 3,000,000 教育基盤設備 看護学教育・学習支援システム

6,300,000 教育設備 次世代型医療システムシミュレータ

永原学園 9,744,000 西九州大学 9,744,000 教育基盤設備 安全性確保を目指した調理実習室用設備の整備

佐賀龍谷学園 2,610,000 九州龍谷短期大学 2,610,000 教育設備 映像・放送コース教育基盤整備

九州文化学園 9,699,000 長崎国際大学 9,699,000 研究設備 共焦点レーザー走査顕微鏡ガス混合機付き
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鎮西学院 4,829,000 長崎ウエスレヤン大学 4,829,000  教育基盤設備 eラーニング使用環境の核となる語学情報センターの整備

君が淵学園 29,277,000 崇城大学 2,630,000 教育基盤設備 建築CAD実習室整備事業

26,647,000 研究設備 小動物用コンパクトMRI

熊本学園 2,668,000 熊本学園大学 700,000 特定図書 セイジ社マーケティング研究叢書

1,239,000 特定図書 「ハーウッド文庫」マイクロ版集

729,000 特定図書 MajorThemesinHealthandSocialWelfareコレクション

文理学園 5,683,000 日本文理大学 5,683,000 特別設備 交直流パルス高電圧電流発生・解析システム

別府大学 24,086,000 別府大学 6,775,000 教育基盤設備 教育用コンテンツ利用推進事業用コンピュータ一式

17,311,000 研究設備 文化財の材質・劣化診断システム

溝部学園 1,670,000 別府溝部学園短期大学 1,670,000 教育設備 介護福祉士養成に係る医療的ケアにおける整備事業

志學館学園 4,726,000 鹿児島女子短期大学 4,726,000 教育設備 学生用コンピュータ情報教育機器

鹿児島純心女子学園 8,488,000 鹿児島純心女子大学 2,706,000  教育基盤設備 学生の表現力・思考力向上を目指すMac教室システム

鹿児島純心女子短期大学 3,038,000  教育基盤設備 メディア表現教育用サーバシステム

2,744,000  教育基盤設備 メディア表現学習システム

沖繩国際大学 11,224,000 沖繩国際大学 6,300,000 特定図書 カール・メンガー文庫マイクロ版集成（第１セクション～第２セクション）

3,024,000 特定図書 BibliothecaGeorgianain10unitsマイクロフィッシュ版

1,092,000 特定図書 フォード大統領政治・外交文書

808,000 特定図書 EU会社法文献コレクション
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