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12,452,000 ブランディング研究設備 ハイパースペクトルカメラ

12,869,000 ブランディング研究設備 高性能ウェアラブル脳波計

慶應義塾 10,540,000 慶應義塾大学 10,540,000 ブランディング研究設備 三田キャンパス東館５階コラボレー
ションスペースディスプレイシステ
ム、三田キャンパス東館４階オープ
ンラボディスプレイシステム

3,575,000 ブランディング研究設備 ３Dレーザースキャナ

26,280,000 ブランディング研究設備 大加速度・大変位振動台

14,690,000 ブランディング研究設備 自立移動式ゼロエネルギーユニット

39,985,000 ブランディング研究設備 マルチアングルライブイメージングシ
ステムLightsheet Z.1

16,298,000 ブランディング研究設備 日立MRイメージング装置

9,950,000 ブランディング研究設備 多用途筋機能評価運動装置

7,200,000 ブランディング研究設備 ミトコンドリア酸素活性・細胞代謝計
測セット　Oxygraph-2k/LEDmodule

6,552,000 ブランディング研究設備 汎用超音波画像診断装置Aixplorer
一式

4,266,000 ブランディング研究設備 2D分光放射計

5,905,000 ブランディング研究設備 デジタルマイクロスコープ

専修大学 8,712,000 石巻専修大学 8,712,000 ブランディング研究設備 制御システム一式

21,960,000 ブランディング研究設備 タンパク質・脂質・糖微量分析装置

10,800,000 ブランディング研究設備 色素・脂肪酸分析装置

中央大学 40,000,000 中央大学 40,000,000 ブランディング研究設備 沿岸防災VRシステム

帝京大学 40,000,000 帝京大学 40,000,000 ブランディング研究設備 薬毒物解析システム

東京医科大学 5,891,000 東京医科大学 5,891,000 ブランディング研究設備 ガスクロマトグラフ質量分析計

東京歯科大学 19,990,000 東京歯科大学 19,990,000 ブランディング研究設備 BD FACSMelody セルソーター

13,320,000 ブランディング研究設備 多波長色分析システム

7,126,000 ブランディング研究設備 色を活用したロボットと人間のコミュ
ニケーションシステム

東京電機大学 5,742,000 東京電機大学 5,742,000 ブランディング研究設備 超音波診断装置一式

5,861,000 ブランディング研究設備 Ti2-U手動TIRFシステム

6,650,000 ブランディング研究設備 高速度・高感度カメラシステム

11,098,000 ブランディング研究設備 小型研究開発用スパッタリング装置

8,949,000 ブランディング研究設備 ウェアラブルセンサ開発用高精度界
面観察システム

14,973,000 ブランディング研究設備 触媒試験用高速・多機能FTIRガス分
析装置

5,669,000 ブランディング研究設備 人工衛星搭載機器温度試験設備

東京薬科大学 5,235,000 東京薬科大学 5,235,000 ブランディング研究設備 マルチモードプレートリーダー

日本工業大学 31,518,000 日本工業大学 31,518,000 ブランディング研究設備 薄膜型全固体電池作製・評価装置

14,970,000 ブランディング研究設備 オールインワン顕微鏡タイムラプス

7,056,000 ブランディング研究設備 小動物用慢性実験テレメトリー自動
計測システム

4,442,000 ブランディング研究設備 呼吸代謝・摂食飲水・行動量測定装
置（マウス２匹）

3,616,000 ブランディング研究設備 ＤＮＡ/ＲＮＡ分析用マイクロチップ
電気泳動装置システム

青山学院

工学院大学

順天堂

女子美術大学

創価大学

東京工芸大学

東京理科大学

東洋大学

日本大学

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29年度交付実績一覧

20,446,000

53,200,000

22,026,000

8,058,000

青山学院大学

工学院大学

順天堂大学

女子美術大学

創価大学

東京工芸大学

東京理科大学

東洋大学

日本大学

25,321,000

44,545,000

79,985,000

10,171,000

32,760,000
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明治大学 727,000 明治大学 727,000 戦略研究設備 現代の安全保障政策
Contemporary Security Policy.Vols.
1-33. Essex, 1980-2012.
Reprint.Bound.(PSC,US) (Formerly
published as Arms
Control:TheJournal of Arms Control
and Disarmament. )

8,194,000 ブランディング研究設備 リアルタイムPCR

12,800,000 ブランディング研究設備 DNA配列解析装置

18,333,000 ブランディング研究設備 共焦点レーザスキャン顕微鏡

8,000,000 ブランディング研究設備 ロータリーケージ洗浄機　1800W型

32,000,000 ブランディング研究設備 高圧蒸気減菌装置

自治医科大学 40,000,000 自治医科大学 40,000,000 ブランディング研究設備 形態・成分解析システム

7,276,000 ブランディング研究設備 高速液体クロマトグラフ質量分析シ
ステム

6,036,000 ブランディング研究設備 ガスクロマトグラフ質量分析システム

新潟工科大学 19,296,000 新潟工科大学 19,296,000 ブランディング研究設備 3次元PIV装置

新潟総合学園 38,257,000 新潟医療福祉大学 38,257,000 ブランディング研究設備 医療用シミュレーション教育研究資
機材

5,616,000 ブランディング研究設備 レーザーカッター

4,046,000 ブランディング研究設備 稀覯本スキャナー

5,276,000 ブランディング研究設備 光造形機

金沢医科大学 8,611,000 金沢医科大学 8,611,000 ブランディング研究設備 iSpotフルオロスポットリーダーシステ
ム

3,993,000 ブランディング研究設備 小型超遠心機

3,414,000 ブランディング研究設備 溶出位置自在制御精製クロマトグラ
フシステム

金井学園 5,040,000 福井工業大学 5,040,000 ブランディング研究設備 ハイパースペクトルカメラ

華陽学園 17,608,000 岐阜女子大学 17,608,000 ブランディング研究設備 研究ブランディング推進設備
光産業創成大学院大学 4,079,000 光産業創成大学院大学 4,079,000 戦略研究設備 卓上5軸加工装置

26,661,000 ブランディング研究設備 nVokeデュアルパッケージ

13,305,000 ブランディング研究設備 薬理作用解析評価装置

8,136,000 戦略研究設備 フーリエ変換赤外吸収分光装置

19,872,000 ブランディング研究設備 アークプラズマ成膜装置

足立学園 5,759,000 愛知文教女子短期大学 5,759,000 ブランディング研究設備 アレルギー対応食調理方法開発コン
テンツ送受信システム

関西文理総合学園 39,999,000 長浜バイオ大学 39,999,000 ブランディング研究設備 Orbitrap Q Exactive 質量分析システ
ム

16,660,000 ブランディング研究設備 超高性能MALDI-TOF/MSシステム

16,371,000 ブランディング研究設備 光刺激共焦点レーザー走査型顕微
鏡

立命館 2,000,000 立命館大学 2,000,000 戦略研究設備 美術・工芸・風俗関係図書資料

龍谷大学 5,076,000 龍谷大学 5,076,000 ブランディング研究設備 ハンドヘルド蛍光Ｘ線分析装置

瓜生山学園 5,904,000 京都造形芸術大学 5,904,000 ブランディング研究設備 アーテンドルフ社製スライドソー

3,454,000 ブランディング研究設備 タッキング試験機一式

3,890,000 ブランディング研究設備 マイクロビッカース硬度計一式

7,512,000 ブランディング研究設備 回転補償子型　分光エリプソメーター

3,788,000 ブランディング研究設備 接触式表面形状測定システム

6,079,000 ブランディング研究設備 半導体特性評価システム

11,176,000 ブランディング研究設備 中国近代報刊庫　要刊１、２、３輯

868,000 ブランディング研究設備 東方雑誌

近畿大学 37,440,000 近畿大学 37,440,000 ブランディング研究設備 FEI社製 電界放射型走査電子顕微
鏡 Quanta250FEGシステム

3,960,000 ブランディング研究設備 純水製造装置

20,000,000 ブランディング研究設備 大型飼育水槽一式×４

関西大学関西大学

千葉科学大学加計学園

名城大学名城大学

京都産業大学 京都産業大学

常翔学園 大阪工業大学

金沢工業大学金沢工業大学

北陸大学 北陸大学

藤田保健衛生大学藤田学園

立教大学立教学院

早稲田大学早稲田大学

新潟科学技術学園 新潟薬科大学

39,966,000

28,008,000

33,031,000

39,327,000

40,000,000

13,312,000

14,938,000

7,407,000

24,723,000

12,044,000

23,960,000
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順正学園 4,500,000 吉備国際大学 4,500,000 ブランディング研究設備 植繊機

安田学園 32,610,000 安田女子大学 32,610,000 ブランディング研究設備 没入型画像投影システム一式

14,425,000 ブランディング研究設備 イルミナ NGS MiSeqシステム

4,542,000 ブランディング研究設備 ロシュ LightCycler 480 SystemⅡ

19,290,000 ブランディング研究設備 ｳｫｰﾀｰｽﾞ 四重極飛行時間型質量分
析計

3,383,000 ブランディング研究設備 高齢者・認知症者の健康支援システ
ム

5,155,000 ブランディング研究設備 子ども子育て・特別支援システム

5,311,000 ブランディング研究設備 インクルーシブ・スポーツ健康支援
測定システム

5,024,000 ブランディング研究設備 介護支援の充実に係る福祉情報
データ分析システム

5,483,000 ブランディング研究設備 生涯スポーツ研究システム

5,202,000 ブランディング研究設備 プレートリーダー

6,590,000 ブランディング研究設備 ラット用代謝測定システム

村崎学園 36,000,000 徳島文理大学 36,000,000 ブランディング研究設備 スパイラル型タンデム質量分析シス
テム

久留米大学 18,407,000 久留米大学 18,407,000 ブランディング研究設備 デジタルカウント遺伝子発現解析シ
ステム一式

5,143,000 ブランディング研究設備 レールダルメディカル　SimJunior一
式

11,520,000 ブランディング研究設備 生体ガス分析用質量分析システム
(マルチ5連仕様)

4,023,000 ブランディング研究設備 ストレングスエルゴ240一式

5,112,000 ブランディング研究設備 卓上超遠心機一式

7,044,000 ブランディング研究設備 汎用超音波診断装置LOGIQ e
Premium一式福岡学園 9,119,000 福岡歯科大学 9,119,000 ブランディング研究設備 組織化幹細胞蛍光観察装置

広島文化学園大学広島文化学園

徳山大学

四国大学

福岡大学

徳山教育財団

四国大学

福岡大学

福山大学福山大学

10,507,000

11,792,000

32,842,000

38,257,000

13,849,000
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