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Introduction of Today’s Speakers
Yoshiaki Mase (photo)
• Senior Managing Executive Officer and Analytical & Measuring 

Instruments Division General Manager
• Appointed General Manager of the Analytical & Measuring Instruments 

Division in April 2021, after serving as the China Regional General 
Manager

Shunei Matoba
• Corporate Officer and Deputy General Manager of the Analytical & 

Measuring Instruments Division (in charge of sales, international 
operations, and service)

Masami Tomita
• Corporate Officer, Deputy General Manager of the Analytical & 

Measuring Instruments Division (in charge of development and 
manufacturing), and General Manager of the R&D Department
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From FY 2014 to FY 2021 (forecast), the CAGR of sales increased to 5.2 %, which is higher than the 4.5 % analytical 
instruments market average. In addition, driven by sales of more profitable key models (LC, MS, and GC), the 
operating margin for analytical and measuring instruments is expected to increase significantly, by 4.3 %, to 18.7 %.
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I. Overview of Analytical & Measuring Instruments Business — 1/4
1) Sales Trend
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セグメント別売上・営業利益 

		2.Sales and Income by Business Segment

		2.セグメント別業績 ベツギョウセキ

																																														（Unit：\Millions   単位：100万円）

						2014/3		FY2014		FY2015														FY2016		FY2017														FY2018

						FY		FY		FY		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		FY		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		FY		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		FY

		Analytical and Measuring Instruments
計測機器 ケイソクキキ		Net sales										93,742				144,481														160,881										104,045				160,881

				売上高		182,274		192,650		208,480		42,488		51,254		93,742		50,739		64,840		115,579		209,321		46,122		57,923		104,045		56,836		70,720		127,556		231,601		51,652		59,445		111,097		58,209		72,108		130,317		241,414

				Sales to customers外部売上 ガイブウリアゲ		182,222		192,607		208,402		42,454		51,254		93,709		50,721		64,807		115,528		209,237		46,112		57,916		104,028		56,824		70,709		127,533		231,561		51,645		59,443		111,088		58,203		72,104		130,307		241,395

				Intersegment sales 内部売上 ナイブウリアゲ		52		43		78		33		0		33		18		33		51		84		10		7		17		12		11		23		40		7		2		9		5		4		9		18

				Operating income										14,172				20,743										14,356				22,940										14,356				22,940		-22,940		0

				営業利益		23,246		26,795		32,959		4,931		9,241		14,172		6,571		12,309		18,880		33,052		4,735		9,621		14,356		8,584		14,106		22,690		37,046		5,679		9,913		15,592		8,940		14,244		23,184		38,776

				Operating income ratio(%)

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		12.8%		13.9%		15.8%		11.6%		18.0%		15.1%		13.0%		19.0%		16.3%		15.8%		10.3%		16.6%		13.8%		15.1%		19.9%		17.8%		16.0%		11.0%		16.7%		14.0%		15.4%		19.8%		17.8%		16.1%

		Medical Systems 
医用機器 イヨウキキ		Net sales										29,546				43,497										30,646				45,530										30,646				45,530

				売上高		62,769		59,441		64,612		12,851		16,695		29,546		13,951		20,890		34,841		64,387		13,234		17,412		30,646		14,884		20,406		35,290		65,936		14,222		18,434		32,656		16,464		19,988		36,452		69,108

				Sales to customers外部売上 ガイブウリアゲ		62,760		59,411		64,597		12,848		16,693		29,541		13,948		20,887		34,835		64,376		13,232		17,407		30,639		14,878		20,399		35,277		65,916		14,217		18,431		32,648		16,457		19,979		36,436		69,084

				Intersegment sales 内部売上 ナイブウリアゲ		9		30		15		3		2		5		3		3		6		11		2		5		7		6		7		13		20		5		3		8		6		10		16		24

				Operating income										522				-114										664				676										14,356				676		-676		0

				営業利益		2,500		1,438		1,045		-473		995		522		-636		2,036		1,400		1,922		-583		1,247		664		12		2,025		2,037		2,701		-124		809		685		244		1,398		1,642		2,327

				Operating income ratio(%)

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		4.0%		2.4%		1.6%		-3.7%		6.0%		1.8%		-4.6%		9.7%		4.0%		3.0%		-4.4%		7.2%		2.2%		0.1%		9.9%		5.8%		4.1%		-0.9%		4.4%		2.1%		1.5%		7.0%		4.5%		3.4%

		Industrial Machinery 
産業機器 サンギョウキキ		Net sales										16,570				26,222										20,490				32,540										20,490				32,540

				売上高		29,577		31,058		33,589		7,496		9,074		16,570		9,652		10,019		19,671		36,241		9,322		11,168		20,490		12,050		11,770		23,820		44,310		11,900		10,930		22,830		11,336		11,345		22,681		45,511

				Sales to customers外部売上 ガイブウリアゲ		29,504		30,966		33,517		7,471		9,053		16,524		9,640		9,994		19,634		36,158		9,312		11,144		20,456		11,996		11,738		23,734		44,190		11,880		10,905		22,785		11,315		11,319		22,634		45,419

				Intersegment sales 内部売上 ナイブウリアゲ		73		92		72		25		21		46		12		25		37		83		10		24		34		54		32		86		120		20		25		45		21		25		46		91

				Operating income										1,119				1,839										1,863				2,937										14,356				2,937		-2,937		0

				営業利益		2,036		1,966		2,206		508		611		1,119		720		831		1,551		2,670		566		1,297		1,863		1,074		1,147		2,221		4,084		1,113		1,097		2,210		1,103		1,152		2,255		4,465

				Operating income ratio(%)

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		6.9%		6.3%		6.6%		6.8%		6.7%		6.8%		7.5%		8.3%		7.9%		7.4%		6.1%		11.6%		9.1%		8.9%		9.7%		9.3%		9.2%		9.4%		10.0%		9.7%		9.7%		10.2%		9.9%		9.8%

		Aircraft Equipment
航空機器 コウクウキキ		Net sales										11,850				17,970										13,230				19,422										13,230				19,422

				売上高		26,650		24,913		28,930		5,236		6,614		11,850		6,120		8,843		14,963		26,813		5,981		7,249		13,230		6,192		8,305		14,497		27,727		5,535		6,941		12,476		6,948		8,033		14,981		27,457

				Sales to customers外部売上 ガイブウリアゲ		26,580		24,848		28,848		5,212		6,592		11,804		6,102		8,822		14,924		26,728		5,957		7,230		13,187		6,171		8,281		14,452		27,639		5,503		6,920		12,423		6,919		8,001		14,920		27,343

				Intersegment sales 内部売上 ナイブウリアゲ		70		65		82		24		22		46		18		21		39		85		24		19		43		21		24		45		88		32		21		53		29		31		60		113

				Operating income										-31				247										-230				-153										14,356				-153		153		0

				営業利益		-2,388		-2,289		346		-245		214		-31		278		528		806		775		-420		190		-230		77		632		709		479		-561		331		-230		-37		386		349		119

				Operating income ratio(%)

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		-9.0%		-9.2%		1.2%		-4.7%		3.2%		-0.3%		4.5%		6.0%		5.4%		2.9%		-7.0%		2.6%		-1.7%		1.2%		7.6%		4.9%		1.7%		-10.1%		4.8%		-1.8%		-0.5%		4.8%		2.3%		0.4%

		Others
その他 ホカ		Net sales										3,890				5,427										4,538				6,365										4,538				6,365

				売上高		7,710		8,215		8,196		2,062		1,828		3,890		1,537		2,049		3,586		7,476		1,574		2,964		4,538		1,827		2,500		4,327		8,865		2,804		1,966		4,770		2,961		2,055		5,016		9,786

				Sales to customers外部売上 ガイブウリアゲ		6,463		6,868		6,870		1,736		1,440		3,176		1,147		1,655		2,802		5,978		1,187		2,567		3,754		1,392		2,077		3,469		7,223		2,407		1,502		3,909		2,469		1,593		4,062		7,971

				Intersegment sales 内部売上 ナイブウリアゲ		1,247		1,347		1,326		326		388		714		390		394		784		1,498		387		397		784		435		423		858		1,642		397		464		861		491		463		954		1,815

				Operating income										345				501										125				496										14,356				496		-496		0

				営業利益		1,805		1,316		1,265		184		161		345		156		381		537		882		69		56		125		371		395		766		891		167		44		211		516		648		1,164		1,375

				Operating income ratio(%)

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		23.4%		16.0%		15.4%		8.9%		8.8%		8.9%		10.1%		18.6%		15.0%		11.8%		4.4%		1.9%		2.8%		20.3%		15.8%		17.7%		10.1%		6.0%		2.2%		4.4%		17.4%		31.5%		23.2%		14.1%

		Adjustment
調整等 チョウセイナド		Net sales										-843				-1,284										-885				-1,413										-885				-1,413

				売上高		-1,449		-1,575		-1,572		-412		-431		-843		-441		-476		-917		-1,760		-432		-453		-885		-528		-497		-1,025		-1,910		-459		-518		-977		-554		-532		-1,086		-2,063

				Operating income										-881				-1,272										-1,031				-1,460										-1,031				-1,460		1,460		0

				営業利益		-3,181		-2,037		-2,122		-396		-485		-881		-391		-942		-1,333		-2,214		-483		-548		-1,031		-429		-919		-1,348		-2,379		-534		-497		-1,031		-636		-916		-1,552		-2,583

		Consolidated
連結 レンケツ		Net sales										154,756				236,314										172,066				263,327										172,066				263,327

				売上高		307,752		314,702		342,236		69,723		85,033		154,756		81,558		106,165		187,723		342,479		75,803		96,263		172,066		91,261		113,203		204,464		376,530		85,655		97,199		182,854		95,364		112,995		208,359		391,213

				Operating income										15,246				21,945										15,748				25,437										14,356				25,437		-25,437		0

				営業利益		24,018		27,189		35,701		4,508		10,738		15,246		6,699		15,144		21,843		37,089		3,884		11,864		15,748		9,689		17,385		27,074		42,822		5,739		11,699		17,438		10,130		16,912		27,042		44,480

				Operating income ratio(%)

				営業利益率 エイギョウリエキリツ		7.8%		8.6%		10.4%		6.5%		12.6%		9.9%		8.2%		14.3%		11.6%		10.8%		5.1%		12.3%		9.2%		10.6%		15.4%		2.2%		11.4%		6.7%		12.0%		9.5%		10.6%		15.0%		13.0%		11.4%

		前年同期比（Y on Y) ゼンネンドウキヒ

						FY14/FY13		FY14/FY13		FY15/FY14														FY16/FY15		FY17/FY16														FY18/FY17

						FY		FY		FY														FY		1Q		2Q				3Q		4Q		2H		FY		1Q		2Q		1H		3Q		4Q		2H		FY

		Analytical and Measuring Instruments
計測機器		Net sales

				売上高				+5.7%		+8.2%														+0.4%		+8.6%		+13.0%		+11.0%		+12.0%		+9.1%		+10.4%		+10.7%		+12.0%		+2.6%		+6.8%		+2.4%		+2.0%		+2.2%		+4.2%

				Operating income

				営業利益				+15.3%		+23.0%														+0.3%		-4.0%		+4.1%		+1.3%		+30.6%		+14.6%		+20.2%		+12.1%		+19.9%		+3.0%		+8.6%		+4.1%		+1.0%		+2.2%		+4.7%

		Medical Systems 
医用機器		Net sales

				売上高				-5.3%		+8.7%														-0.3%		+3.0%		+4.3%		+3.7%		+6.7%		-2.3%		+1.3%		+2.4%		+7.4%		+5.9%		+6.6%		+10.6%		-2.1%		+3.3%		+4.8%

				Operating income

				営業利益				-42.5%		-27.3%														+83.9%		-		+25.3%		+27.2%		-101.9%		-0.5%		+45.5%		+40.5%		-		-35.1%		+3.2%		+1933.3%		-31.0%		-19.4%		-13.8%

		Industrial Machinery 
産業機器		Net sales

				売上高				+5.0%		+8.2%														+7.9%		+24.6%		+23.1%		+23.8%		+24.4%		+17.5%		+20.9%		+22.2%		+27.6%		-2.1%		+11.4%		-5.7%		-3.6%		-4.6%		+2.8%

				Operating income

				営業利益				-3.4%		+12.2%														+21.0%		+11.4%		+112.3%		+66.5%		+49.2%		+38.0%		+43.2%		+53.0%		+96.6%		-15.4%		+18.6%		+2.7%		+0.4%		+1.5%		+9.3%

		Aircraft Equipment
航空機器		Net sales

				売上高				-6.5%		+16.1%														-7.3%		+14.3%		+9.7%		+11.7%		+1.1%		-6.1%		-3.2%		+3.4%		-7.6%		-4.3%		-5.8%		+12.1%		-3.4%		+3.2%		-1.1%

				Operating income

				営業利益				-		-115.1%														+124.0%		-		-11.2%		+641.9%		-72.3%		+19.7%		-12.0%		-38.2%		-		+74.2%		-		-		-38.9%		-50.8%		-75.2%

		Others
その他		Net sales

				売上高				+6.3%		+0.0%														-13.0%		-31.6%		+78.3%		+18.2%		+21.4%		+25.5%		+23.8%		+20.8%		+102.8%		-41.5%		+4.1%		+77.4%		-23.3%		+17.1%		+10.4%

				Operating income

				営業利益				-27.1%		-3.9%														-30.3%		-62.5%		-65.2%		-63.8%		+137.8%		+3.7%		+42.6%		+1.0%		+142.0%		-21.4%		+68.8%		+39.1%		+64.1%		+52.0%		+54.3%

		Consolidated
連結 レンケツ		Net sales

				売上高				+2.3%		+8.7%														+0.1%		+8.7%		+13.2%		+11.2%		+11.9%		+6.6%		+8.9%		+9.9%		+13.0%		+1.0%		+6.3%		+4.5%		-0.2%		+1.9%		+3.9%

				Operating income

				営業利益				+13.2%		+31.3%														+3.9%		-13.8%		+10.5%		+3.3%		+44.6%		+14.8%		+23.9%		+15.5%		+47.8%		-1.4%		+10.7%		+4.6%		-2.7%		-0.1%		+3.9%





Sheet1

				売上高 ウリアゲダカ		売上高 ウリアゲダカ		Net Sales		Operating Income

				LC,MS,GC		その他 タ		計測セグメント合計 ケイソクゴウケイ		経営会議 ケイエイカイギ		公表値 コウヒョウチ						列1				LC		MS		GC

		2013.3期 キ		702		837		1,539		126												35,465		18,612		16,101		70,178

		2014.3期 キ		879		943		1,822		232												44,483		25,915		17,550		87,948

		FY 2014		977		949		192.6		26.8				10								48,383		30,393		18,942		97,718

		FY 2015		1,089		995		208.4		33.0												55,665		32,918		20,354		108,937

		FY 2016		1,108		984		209.2		33.1												56,633		33,868		20,306		110,807

		FY 2017		1,237		1,079		231.6		37.0												62,840		39,150		21,713		123,703

		FY 2018		1,275		1,117		241.4		38.8												62,973		41,636		22,899		127,508

		FY 2019		2,530				236.2		35.8

		FY 2020						248.6		41.8

		FY 2021						275.0		51.5

				46%		54%		100%

				48%		52%		100%

				50%		50%		100%

				52%		48%		100%

				52%		48%		100%

				53%		47%		100%

				53%		47%

				LC,MS,GC		その他 タ

		2014.3期 キ		879		943

		2019.3期 キ		1,275		1,117

		全体 ゼンタイ		1,822		1,926		2,084		2,092		2,316		2,414

		CAGR		5.8%

		クロマト		879		977		1,089		1,108		1,237		1,275

		CAGR		7.7%

		その他 タ		943		949		995		984		1,079		1,117

		CAGR		3.5%
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Sheet5

		試験研究費 シケンケンキュウヒ				（百万円） ヒャクマンエン						国内 コクナイ				海外（IC+RDC） カイガイ		計 ケイ

				期 キ		費目 ヒモク		6カ月累計 ゲツルイケイ				販売費 ハンバイヒ		製造費 セイゾウヒ

				152上 ウエ		試験		353		2,014		932						932

				152下 シタ		試験		579		2,015		900				830		1,731

				153上 ウエ		試験		483		2,016		863				706		1,569

				153下 シタ		試験		417		2,017		690				587		1,277

				154上 ウエ		試験		470		2,018		777				344		1,121

				154下 シタ		試験		393

				155上 ウエ		試験		302

				155下 シタ		試験		387

				156上 ウエ		試験		483

				156下		試験		294

		開発人員 カイハツジンイン
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		合計 / 金額千円単位		列ラベル

		行ラベル		製造		販売		総計		（千円） センエン

		154		5,996,625		862,719		6,859,344		2016年 トシ		706,123		6,859,344		7,565,467

		155		6,633,008		689,526		7,322,534		2017年 ネン		587,205		7,322,534		7,909,740

		156		6,859,146		777,090		7,636,236		2018年 ネン		344,016		7,636,236		7,980,252

		157		2,334,523		154,116		2,488,639						研究開発費 ケンキュウカイハツヒ		研究開発費率 ケンキュウカイハツヒリツ

		総計		21,823,302		2,483,451		24,306,754				2016年 トシ		6,859		3.3%		209,200

												2017年 ネン		7,323		3.2%		231,600

												2018年 ネン		7,636		3.2%		239,195
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研究開発費

研究開発費率



▲海外

		費目		細目		部門Ｃ		部門名		半期		ASOF		金額千円単位		摘要コメント		費用区分名称		期 キ		製造・販売 セイゾウハンバイ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		217,838		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		201,761		SCSK株式会社　ソフト委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		164,900		富士通ﾋﾞｰ･ｴｽ･ｼｰ　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		127,130		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		113,140		ｱｲ・ｴﾙ・ｼｰ　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		112,958		SSL　開発委託費（経費性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		110,228		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		107,195		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		104,413		株式会社　MCBI 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		104,200		709043→70S043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		100,239		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		95,587		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		80,174		中国RDC 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		79,487		DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		78,298		SEG ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		73,428		富士ソフト　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		71,585		DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		69,662		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		65,770		（株）ＭＣＢＩ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		64,735		SEG　ソフト開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		63,567		中国RDC 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		62,435		ＳＳＬ開発委託費（経費性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		59,619		SEG ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		55,330		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		54,055		ＳＥＧソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		53,276		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		53,153		富士通（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		52,932		SEG　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		51,367		SSL 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		50,343		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(経費性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		50,120		ALSACHIM SAS　開発委託費　No.F19035235		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		49,527		ＳＳＬ　開発委託費（経費性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		48,903		Bio Analytical Technologies　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		47,625		MSO　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		46,520		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		45,818		島津エス・ディー株式会社（ソフト委託費）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		44,639		株式会社MCBI 共同研究・開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		44,315		SSL 開発委託費（経費性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		44,256		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		44,188		SCSK　ソフト委託費（経費性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		43,980		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201604		43,778		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		43,288		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0173		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		42,050		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0135		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201804		41,415		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		41,003		SSL開発委託費（経費性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		40,126		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		39,843		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		39,701		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201606		39,447		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		39,183		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		39,179		島津エス・ディー㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		38,631		SSL  開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		38,321		SSL FID式VOC計インチラック対応開発　RDCH-17062803		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		38,128		日本電気（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		37,309		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		37,250		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0145		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		36,923		島津エス・ディー㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201712		36,510		7S9444→7SS444		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		36,300		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3507		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		36,300		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3507		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		36,000		SSL  開発委託費　RDCH-161031		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		35,250		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions i-QLinksの機能強化　富士通株式会社　EA-1091		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		35,245		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		34,750		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutionsの機能改善および安定性強化　富士通株式会社　EA-1089		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		34,563		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		32,586		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		32,407		学校法人慶応義塾大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		32,407		学校法人慶應義塾大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		32,407		学校法人慶應義塾技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		32,292		SSL　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		32,000		SSL  開発委託費　RDCGC-161026		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		31,928		中国RDC 開発委託費（経費性ｿﾌﾄ）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		31,926		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		30,956		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		30,912		SSL  開発委託費　19ｲﾝﾁVOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝの開発（3回目）ED156044		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		30,250		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3405		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		30,250		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3405		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		30,210		島津エス・ディー　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		29,453		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		28,654		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		28,293		SAP　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201802		27,778		国立大学法人　東京大学共同研究費（前渡金）　　7L902335E1603		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201702		27,778		国立大学法人　東京大学共同研究費（前渡金）　　7L902335E1603		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201904		27,778		52 試験研究費　共同研究費(前渡金) 0529　共同研究費（前渡金）　国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		27,778		52 試験研究費　共同研究費(前渡金) 0529　国立大学法人　東京大学		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		27,069		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		26,671		中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(HW分)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		26,350		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0042/0089		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		26,073		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		25,800		株式会社DTS WESTソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		25,792		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201804		25,756		大阪大学共同研究費（前渡金）　　7L906635E1804		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		25,651		SSL  開発委託費　RDCH-17120101		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		25,550		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0042		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		25,091		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		25,082		SSL 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		25,010		SSL　開発委託費　No.RDCH-170921		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		25,000		SSL 委託研究費　RDCSP-16092902		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		24,944		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		24,870		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		24,740		SEG  ソフトウェア開発費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		24,614		BAT社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		24,516		SSL  開発委託費　Inv RDCH-18030501		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		24,359		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		24,062		SEG  ソフトウェア開発費　No.18121&18134		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		23,562		SEG  ソフトウェア開発費　No.18085		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		23,214		Bio　Analytical　Technologies ソフト開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		22,967		SSL   開発委託費　RDCH-160607		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		22,800		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「LabSolutions i-QLinksの機能強化」設計・コーディング・結合テスト作業委託　富士通株式会社　EA-1134		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		22,783		SEG　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		22,643		（株）ＭＣＢＩ技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		22,643		（株）ＭＣＢＩ　技術契約・委託研究費前払		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201903		22,611		52 試験研究費　共同研究費(前渡金)　0529　国立大学法人九州大学		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		22,600		SSL　開発委託費　RDCSP-171226		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		22,500		（株）島津ビジネスシステムズ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		22,417		株式会社MCBI 研究開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		22,222		国立大学法人神戸大学技術契約・委託研究費前払　　3388		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		22,222		国立大学法人神戸大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		22,222		（株）ＭＣＢＩ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		22,146		SEG　開発委託費　No.18048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		22,136		SEG  ソフトウェア開発費　No.17223&17237		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201904		22,124		52 試験研究費　共同研究費(前渡金) 0529　国立大学法人大阪大学		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		22,099		SEG  ソフトウェア開発費　Inv No.18004,18022		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		21,800		SSL 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		21,500		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0219		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		21,474		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費、中文翻訳チェック		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		21,123		MSO　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		21,076		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		21,000		日本電気株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3155		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		20,960		SSL  開発委託費　19ｲﾝﾁVOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝの開発（2回目）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201607		20,790		7M9046→7MS046		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		20,590		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		20,443		SCSK　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		20,408		SEG  ソフトウェア開発費　17034 17068		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201903		20,389		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		20,252		SSL  開発委託費　RDCLC-171201		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		20,200		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		20,169		SSL 開発委託費　RDCLC-170605		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		20,169		SSL  開発委託費　RDCGC-170606		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		20,100		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		20,097		SSL　海外業務委託料　No.RDCLC-170905		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		20,029		SSL　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		20,025		SSI 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		20,000		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発2/3,実装1/2　島津エス・ディー株式会社　EA-1106		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		20,000		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		19,957		SSL  海外業務委託料		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		19,957		SSL  海外業務委託料		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		19,780		島津エス・ディー株式会社　ｿﾌﾄ委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		19,658		SEG  ソフトウェア開発費　No.16274&16311		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		19,030		709041→70S04１		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		19,000		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		18,720		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905735A1704		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		18,599		SEG  ソフトウェア開発費　17088 17114		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		18,566		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		18,519		国立大学法人東京大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		18,519		国立研究開発法人国立がん研究センター共同研究費（前渡金）　　EA-0248		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		18,250		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0219		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		18,084		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		18,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905735A1704		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		17,900		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0012		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		17,792		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0014		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		17,710		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0104		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		17,640		SEG  ソフトウェア開発費　No.17138,17160		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		17,628		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		17,580		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		17,550		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1069		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201805		17,111		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201605		17,111		国立大学法人　大阪大学共同研究費（前渡金）　　7L902735E1605		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201706		17,111		国立大学大阪大学共同研究費（前渡金）　　7L904835E1705		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201705		17,111		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201612		16,760		SSL   委託研究費　MSCC-161201-01		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201703		16,760		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		16,672		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201710		16,667		国立大学法人九州大学共同研究費（前渡金）　　7L905535E1710		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		16,662		SSL 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		16,571		SSI  海外委託研究費　No.70218		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		16,545		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		16,526		SSI  開発委託費　担当：舎川　稟議No.LC-0255 Invoice No.80818		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		16,398		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		16,200		株式会社アイ・エル・シー　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		16,000		（株）ＭＣＢＩ　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		16,000		SSL 委託研究費　RDCGC-16092901		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		16,000		SSL 委託研究費　RDCSP-16092903		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		15,972		国立大学法人山梨大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		15,843		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		15,600		株式会社DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		15,590		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		15,545		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		15,488		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		15,480		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		15,000		株式会社iPSﾎﾟｰﾀﾙ技術契約・委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		14,957		SAP 開発委託費　Inv-079/Y/16		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		14,957		SAP ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		14,944		（株）ＭＣＢＩ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		14,944		（株）ＭＣＢＩ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		14,921		SSL　委託研究費　RDCSP-17033001		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		14,900		中国RDC 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		14,846		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		14,840		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		14,795		SSL 稟議No.LC-0282 INVOICE NO.RDCLC-190606		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		14,764		SSL　開発委託費　稟議No.LC-0282 INVOICE NO.RDCLC-180926		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		14,742		SSL  開発委託費　 稟議No.LC-0282 INVOICE NO.RDCLC-181203		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		14,495		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1052		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		14,453		SSI 開発委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		14,352		SSL  開発委託費　19ｲﾝﾁVOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝの開発（3回目）ED156044		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		14,250		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1066		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		14,200		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3439		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		14,150		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1056		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201607		14,150		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		14,118		SSL  開発委託費　  環境製品の改正中国RoHS対応2回目（ED156045）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		14,000		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0121		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		13,999		SSL  ED156045環境製品の改定中国RoHS対応		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		13,980		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201604		13,966		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		13,935		ＳＳＬ開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		13,868		709045→702045		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13,615		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		13,600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905735A1704		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13,525		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		13,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0218		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		13,362		709043→70S043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		13,317		SCSK㈱ ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13,300		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		13,176		SSL  開発委託費　RDCSP-180604		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		13,078		SCSK株式会社　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		13,060		SSL  開発委託費　19ｲﾝﾁVOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝの開発（2回目）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		13,060		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(経費性ｿﾌﾄ)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		13,033		SEG　ソフトウェア開発費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13,010		SSL開発委託費（経費性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		13,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		13,000		ＳＳＩ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		13,000		SSL 委託研究費　RDCSP-16092901		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		12,972		SSI開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		12,900		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1066		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		12,780		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12,775		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		12,774		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		12,572		SSI 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		12,537		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12,537		中国RDC 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		12,533		島津エス・ディー株式会社　ｿﾌﾄ委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		12,500		ＳＳＬ　開発委託費（資産性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		12,500		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		12,450		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1076		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		12,420		ＳＳＬ開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12,332		中国RDC 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		12,310		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		12,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0066		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		12,196		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		12,196		SSL  開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		12,014		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		12,000		SSL 委託研究費　RDCGC-16092902		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		12,000		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費、中文翻訳チェック		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		11,950		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		11,918		SEG  ソフトウェア開発費　18164		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		11,837		National University of Singapore　研究開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		11,800		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		11,713		国立大学法人山梨大学共同研究費（前渡金）　　EA-0245		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		11,713		国立大学法人　山梨大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		11,713		国立大学法人　山梨大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		11,713		国立大学法人山梨大学共同研究費（前渡金）　　EA-0085		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		11,645		SSL  開発委託費　No.RDCSP-18021301		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		11,636		SEG  ソフトウェア開発費　17204		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		11,628		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		11,624		SSI 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11,619		SAP 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		11,473		SEG  ソフトウェア開発費　No.18234		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		11,419		University of Washington　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		11,362		Bio Analytical Technologies ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		11,362		ＳＳＩ 開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		11,340		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3467		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11,315		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		11,300		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		11,300		日本電気（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		11,295		University of Washington　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		11,282		University of Washington　業務委託料		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		11,200		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		11,158		ﾜｼﾝﾄﾝ大学　委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		11,158		University of Washington　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		11,147		SEG  ソフトウェア開発費、海外業務委託料　Invoice No.17271		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11,112		SEG 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		11,111		国立大学法人　神戸大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		11,111		神戸大学共同研究費（前渡金）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		11,111		【透_A001】国立大学法人神戸大学共同研究費（前渡金）　　EA-0189		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		11,111		国立大学法人神戸大学共同研究費（前渡金）　　EA-0249		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		11,111		国立大学法人神戸大学共同研究費（前渡金）　　EA-0062		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		10,990		SSL 稟議No.LC-0368 INVOICE NO.RDCLC-190624		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		10,950		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0309		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		10,939		SSL中国開発ｾﾝﾀ　委託開発費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		10,772		SEG  ソフトウェア開発費　No.19026		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		10,745		SEG 開発委託費　2018/6月分・メモランダム#043		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		10,730		島津ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		10,704		SEG  ソフトウェア開発費　No.18196		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10,550		富士通　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		10,500		SSI 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		10,497		SCSK㈱ ソフト委託費(経費ソフト)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		10,451		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1017		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		10,425		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		10,404		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		10,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		10,368		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q904835A1604		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		10,350		SEG　開発委託費　メモランダム#042　No.19009		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		10,347		SEG  ソフトウェア開発費　2018/1月分・メモランダム#041		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		10,320		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0040		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		10,300		株式会社iPSポータル技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		10,296		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905835A1805		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		10,275		株式会社　DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		10,240		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10,172		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		10,172		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		10,150		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0032		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		10,138		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		10,115		Alsachim SAS　海外委託研究費　起案Ｎｏ．31009		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		10,010		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		10,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1106		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		10,000		ＳＳＬ　オンラインTN計の市場調査		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		10,000		SSL 委託研究費　RDCLC-160929		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		10,000		SSL　FID式オンラインVOC計BTX測定市場調査		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		10,000		2016年6月末　SSL海外委託研究費　未払金計上(JPY)		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		10,000		SSL   開発委託費　RDCLC-160607		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		10,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905735A1704		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		10,000		株式会社ｉＰＳポータル技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		9,800		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		9,736		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0202		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		9,657		SEG  ソフトウェア開発費　INV.17020		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		9,583		国立大学法人山梨大学技術契約・委託研究費前払　　3378		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		9,583		国立大学法人山梨大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		9,548		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		9,505		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0368		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		9,424		SSL　委託研究費　RDCSP-17032901		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		9,330		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1034		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		9,300		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		9,286		SCSK ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		9,259		国立研究開発法人　理化学研究所　共同研究開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		9,259		国立研究開発法人理化学研究所技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		9,172		Virginia Commonwealth University 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		9,150		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「LabSolutionsの機能改善および安定性強化」のシステムテスト支援、要望対応委託　富士通株式会社　EA-1143		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		9,150		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		9,116		中国RDC 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		9,051		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1033		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		9,038		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		9,008		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		9,000		株式会社　アイ・エル・シー　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		9,000		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0308		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		9,000		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		9,000		（株）ＭＣＢＩ技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		8,976		SSL GC改正中国RoHS対応の調査　RDCGC-170628		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		8,960		SSL 海外委託研究費　RDCLC-170628		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		8,935		SSI 開発委託費　BG-0199　50718		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		8,860		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3493		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8,800		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		8,800		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201712		8,756		THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201709		8,735		JOHNS HOPKINS 委託開発費　901525314		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		8,680		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3314		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201706		8,631		THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY　FDA販売認証申請のためのシステム構築		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		8,592		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		8,540		島津ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		8,475		SSL　開発委託費　RDCLC-171227		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201704		8,471		THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY　海外委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		8,417		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3364		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201802		8,400		一般社団法人　食の安全分析センター依頼分析料（研究開発）　　7L705035E1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		8,400		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		8,378		SAP　ソフトウェア開発委託費　INV-059/Y/17		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		8,336		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201805		8,304		前渡し金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		8,300		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		8,283		SSL 委託開発費　RDCSP-190621		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		8,250		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions CS  定期バージョンアップ　富士通株式会社　EA-1088		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8,242		SAP  ソフトウェア開発委託費　No.098/Y/17		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		8,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		8,200		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		8,187		SSL  開発委託費　Inv RDCLC-180305		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		8,172		SSI  開発委託費　50416		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		8,153		SSI  開発委託費　80316		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		8,128		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3449		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		8,110		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3356		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		8,100		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		8,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3462		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		8,088		SEG  ソフトウェア開発費　17181		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		8,007		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0161		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		8,000		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		8,000		709052→70S052		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		8,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3493		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		8,000		（株）DTS WEST　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		8,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0014		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		7,976		SAP SDC 開発委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		7,968		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		7,958		SSL  GC改正RoHS対応　RDCGC-180326		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		7,950		株式会社ｉＰＳポータル技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		7,950		株式会社ｉＰＳポータル技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		7,872		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0136		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		7,862		SSL 開発委託費　RDCSP-18033001		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		7,768		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		7,740		SSI 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		7,740		SSI  開発委託費　40334974		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		7,723		中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(FW分)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201906		7,717		SEG　委託研究費　20039		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		7,694		University of Colorado　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		7,628		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		7,600		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		7,548		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		7,505		SCSK ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		7,500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions機能改善および安定性強化の対応支援　富士通株式会社　EA-1126		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		7,490		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		7,472		（株）ＭＣＢＩ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		7,472		（株）ＭＣＢＩ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		7,410		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		7,380		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3284		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		7,275		㈱DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		7,260		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		7,259		Tornado Spectral Systems Inc.　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		7,254		SSL  開発委託費　RDCGC-180605		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		7,250		SSL   開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		7,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0136		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		7,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		7,199		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3364		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		7,177		SSL GC改正中国RoHS対応の調査　RDCGC-170605		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		7,155		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		7,100		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		7,040		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		7,026		SAP  開発委託費　INV-007/Y/16		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		7,020		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		7,019		SEG　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		7,000		富士ソフト　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		7,000		（株）ＭＣＢＩ　委託研究費前払		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6,995		SSL　FID式VOC計BTXオブション開発		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		6,973		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1078		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6,939		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		6,900		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1018		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		6,900		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		6,841		SSL  開発委託費　MSC-20180402-01		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		6,841		SSL 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		6,817		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3467		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		6,812		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　新型質量顕微鏡制御ソフト 調整機能追加及びテスト対応　島津エス・ディー株式会社　EA-1177		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		6,806		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3217		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201712		6,800		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201702		6,800		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		6,780		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		6,752		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		6,750		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		6,720		株式会社　コア　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		6,714		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3418		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		6,713		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3467		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201606		6,710		SSI  開発委託費　50616		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		6,710		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0075		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		6,700		SSI 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		6,691		Bio Analytical Technologies　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		6,684		SSI  海外委託研究費　No.70318		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		6,659		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		6,594		SSI 海外委託研究費　BG-0397		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		6,588		SSL  開発委託費　RDCGC-180601		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		6,560		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1050		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		6,560		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		6,556		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0072		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		6,554		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		6,534		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		6,530		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		6,522		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　新型質量顕微鏡制御ソフトウェア 調整機能・imzML変換機能の開発委託(4月分)　島津エス・ディー株式会社　EA-1149		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		6,484		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1087		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		6,450		ダイトロン㈱技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		6,450		ダイトロン株式会社技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		6,447		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0188		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		6,429		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1044/1087		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		6,400		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		6,400		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201710		6,366		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201610		6,366		国立大学法人京都大学その他　　7L903635E1610		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		6,349		SCSK㈱ ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		6,344		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　海岸様　島津エス・ディー株式会社　7Q905835A7805		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		6,330		SAP　開発委託費　EA-0152 INV-063/Y/18		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		6,329		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		6,320		SSL  開発委託費　RDCH-170605		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		6,297		SSL　開発委託費　No.RDCH-170905		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		6,280		SSI  開発委託費　Inv No.110217		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		6,259		SSL  開発委託費　RDCH-180601		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		6,227		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3524		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		6,212		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0094		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		6,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0076		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		6,180		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		6,180		SSL  開発委託費　MSCC-20170113-01		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		6,173		University of Colorado　委託研究費　25A3979JC-02		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		6,166		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　島津エス・ディー株式会社　ED156-079		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6,120		SSL　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		6,100		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		6,085		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1044		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		6,080		PRO TEC ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		6,066		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0188		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		6,060		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　山﨑S　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		6,050		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201612		6,015		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7S944435C1502		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		6,000		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		6,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709051		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		6,000		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費、中文翻訳チェック		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		6,000		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201703		6,000		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7S944435C1502		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		6,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3588		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		6,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201612		5,989		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,961		SSI  開発委託費　50518		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5,961		SSIイノベーションセンター　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		5,955		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3290		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5,950		SSL  開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5,950		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,904		SSL  開発委託費　RDCH-180604		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5,900		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5,888		SSI  開発委託費 81118　微量水分計測システムのアプリケーション取得及び拡販		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		5,881		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		5,880		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　光川　島津エス・ディー株式会社　ED157011		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		5,868		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		5,850		日本電気株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		5,840		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		5,840		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905335A1610		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		5,825		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		5,810		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201702		5,800		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201706		5,800		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		5,782		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5,760		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		5,738		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3567		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		5,713		SSL　新型８ポータルバルブ開発		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		5,700		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,684		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		5,655		SSL  開発委託費　RDCGC-18108		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,650		SSL  開発委託費　RDCGC-171201		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		5,650		SSL  海外業務委託料　InvoiceNo.RDCGC-171113		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		5,640		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0068		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,634		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3449		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		5,626		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　新型質量顕微鏡制御ソフトウェア 調整機能・imzML変換機能の開発委託　島津エス・ディー株式会社　EA-1149		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201807		5,600		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M906535C1806		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		5,600		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発(M2M改良開発)　富士ソフト株式会社　EA-1109		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5,600		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		5,600		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		5,582		Bio Analytical Technologies（India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,562		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　新型質量顕微鏡制御ソフトウェアの開発　島津エス・ディー株式会社　EA-1087		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		5,556		国立大学法人大阪大学共同研究費（前渡金）　　BG0181		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,540		Chromaleont(ﾒｯｼｰﾅ大学) 共同研究・委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		5,532		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,527		SSL　開発委託費　RDCLC-180629		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,520		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,513		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		5,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5,500		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1057		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		5,500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「LabSolutions CS定期バージョンアップ(156下期)」の作業委託　富士通株式会社　EA-1127		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5,495		SSL SEG及びSAP向けGC-2010Proの開発（SSL）		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		5,440		SAP /LC/MS/MS　メソッドパッケージ　アゾ化合物の開発　Inv-100/Y/17		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,434		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0125		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		5,420		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5,412		SSL  稟議No.LC-0245 INVOICE No.RDCLC-180917		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		5,410		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3495		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		5,409		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0057		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		5,407		SEG 海外委託研究費　No.18184		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		5,405		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5,400		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		5,384		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		5,372		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5,369		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1044		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5,361		SAP　開発委託費　INV-062/Y/18		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		5,360		富士通株式会社技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5,327		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0013		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,320		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0121		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		5,312		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5,310		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		5,301		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		5,300		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5,296		52 試験研究費　研究分担金(前渡金) 0529　鈴木S（海岸）　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		5,292		SSL 開発委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,292		SSL  開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5,250		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,250		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0289		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5,242		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1044		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		5,211		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		5,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		5,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,184		52 試験研究費　研究分担金(前渡金)　0529　Labsol UV-Vis　株式会社DTS WEST　SP-0170		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		5,178		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		5,172		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		5,127		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3290		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201611		5,108		7M9050→7MS050		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,104		Alsachim SAS　海外業務委託料　F18063906		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		5,100		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		5,100		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		5,100		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201902		5,093		52 試験研究費　共同研究費(前渡金)　0529　国立大学法人九州大学		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201711		5,093		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201712		5,093		国立大学法人九州大学共同研究費（前渡金）　　7L905735E1711		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201801		5,093		公益財団法人　がん研究会共同研究費（前渡金）　　7L905935E1712		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201810		5,093		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201901		5,093		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201701		5,093		公益財団法人がん研究会共同研究費（前渡金）　　7L904235E1512		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5,074		SSL   委託研究費　RDCGC-20161208-01		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5,074		SSL 委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		5,069		SSI  海外委託研究費　No.70118		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,067		SSI  開発委託費　120918		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5,054		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5,050		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0070		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5,029		SSL   委託研究費　RDCH-16120901		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,019		Bio Analytical Technologies(INDIA)　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,000		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0169		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,000		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,000		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費、中文翻訳チェック		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		5,000		709040→70S040		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5,000		SSL   委託研究費　RDCLC-16120802		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		5,000		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		5,000		株式会社ｉＰＳポータル技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,997		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費(PCSW)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,997		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4,993		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1044		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4,975		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		4,971		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1047		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,960		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社PROTEC		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,960		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP0059		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		4,957		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,946		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1044		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,941		SSI  開発委託費　50418		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,936		SSL　委託研究費　RDCSP-17033002		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		4,930		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3611		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,920		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,916		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4,900		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		4,886		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3524		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,864		SSL  開発委託費　No.RDCSP-18021302		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		4,860		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費　RDCH-170405		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,860		SSI  開発委託費　Inv No 20118		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		4,860		株式会社ｉＰＳポータル技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,860		㈱iPSﾎﾟｰﾀﾙ　技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,857		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0193		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4,850		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,848		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,845		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,840		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,838		ミカサ商事（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,815		SSL  開発委託費　本田K　No.RDCSP-181109		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		4,800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0149		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,800		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　Labsol UV-Vis　株式会社DTS WEST　SP-0170		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,800		52 試験研究費　共同研究費(前渡金)　0529　山﨑S　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		4,800		709050→70S050		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		4,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		4,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		157A		201905		4,800		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　有限会社バーニーズ･ソフト		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,800		SSI   開発委託費　Invoice.80616		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4,800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3384		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		4,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,800		㈱DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,800		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201706		4,800		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7S944435C1502		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		4,799		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4,793		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0161		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		4,792		SCSK（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,785		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,770		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0144		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		4,736		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		4,720		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4,717		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		4,706		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3240		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,705		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,704		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0136		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,700		インターフェイス株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,692		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4,690		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0258		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		4,676		SCSK㈱ ソフト委託費(資産性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,650		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions RF 機能追加　株式会社DTS WEST　EA-1092		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,648		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　島津エス・ディー株式会社　ED157011		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		4,640		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,635		Virginia Commonwealth University　委託研究費　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,630		九州大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		4,630		国立大学法人九州大学技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		4,630		国立がん研究センター技術契約・委託研究費前払　　3376		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,630		国立がん研究センター　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201807		4,630		慶應義塾大学共同研究費（前渡金）　　7L906935E1807		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		4,630		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4,618		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　新型質量顕微鏡制御ソフトウェア 調整機能・imzML変換機能の開発委託(5月分)　島津エス・ディー株式会社　EA-1149		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,600		株式会社SBX ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		4,600		島津エンジニアリング（株）ソフト開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		4,600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4,600		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,600		株式会社　ＳＢＸ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0025		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,594		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,573		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0218		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4,569		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4,560		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3611		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,560		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,550		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201605		4,549		SEG  海外業務委託料（新生児ﾏｽｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201609		4,549		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,540		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,536		Virginia Commonwealth University 開発委託費　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		4,534		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発_設計・実装　島津エス・ディー株式会社　EA-1106		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,512		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3541		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201712		4,500		7S9444→7S7444		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		4,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0073		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		4,471		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4,450		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4,450		富士ソフト株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		4,444		52 試験研究費　共同研究費(前渡金) 0529　学校法人　武蔵野大学		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,442		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　モジュラー型質量顕微鏡制御ソフトウェアの開発委託2月　島津エス・ディー株式会社　EA-1087		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,435		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0101		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		4,402		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0013		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,382		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,380		SCSK㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		4,366		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3559		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,364		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA0098		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		4,355		SSI　開発委託費　50516		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,355		SSI  開発委託費　50516		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,350		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,350		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,335		Spellman HV Electronics Ltd 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4,335		Spellman HV Eletronics Ltd　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4,322		SSL 開発委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		4,320		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発_3言語追加等　島津エス・ディー株式会社　EA-1151		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4,300		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,300		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,292		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0201		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4,279		SSI 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,270		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4,264		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,256		SSL  海外業務委託料　RDCH-170606		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,240		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSのシステムテスト仕様書作成・実施、不具合修正(第1回)　島津エス・ディー株式会社　EA-1164		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		4,229		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3381		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,210		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4,200		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0345		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		4,192		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3341		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,181		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0301		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		4,180		富士通株式会社技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,163		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4,150		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,147		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0160		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,109		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,100		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,100		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		4,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		4,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		4,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,087		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0094		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,086		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0007		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,074		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1025		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4,073		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,071		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　新型質量顕微鏡制御ソフトウェアの開発　島津エス・ディー株式会社　EA-1087		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4,063		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3240		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,050		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　RF機種 分析シーケンス管理機能の開発　富士通株式会社　EA-1093		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,049		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0160		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,036		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0005		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,032		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　NO.3373		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4,013		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		4,013		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,000		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,000		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4,000		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　寺島氏　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,000		島津ｴｽ･ﾃﾞｨ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,000		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201809		4,000		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M906535C1806		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		4,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,000		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,000		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,000		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		4,000		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3445		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		4,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		4,000		SSL   委託研究費　RDCSP-16120702		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		4,000		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201606		4,000		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7S944435C1502		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		4,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3541		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		4,000		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3389		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		4,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		4,000		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3656		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,993		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3559		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,987		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費、中文翻訳チェック		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201906		3,981		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,968		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,959		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201610		3,951		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,951		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0193		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,944		SSI  開発委託費　担当：田中健　稟議No.LC-0106 Invoice No.80718		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,940		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3436		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,932		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0057		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		3,924		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3643		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,918		SSL 開発委託費（経費性ｿﾌﾄ）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,917		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3559		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,908		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,900		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0180		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,900		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,900		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905735A1704		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,863		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,860		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0143		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,860		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,855		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,850		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,850		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,842		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA0098		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,840		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		3,840		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709041		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		3,840		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709041		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,840		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,835		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,834		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　前田S分　SCSK株式会社　BG-0410		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,824		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		3,819		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,816		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0174		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,800		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1008		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3,800		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,798		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,790		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0090		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,790		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,787		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　前田S分　SCSK株式会社　BG-0372		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		157A		201904		3,782		52 試験研究費　共同研究費(前渡金) 0529　国立研究開発法人産業技術総合研究所		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,758		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0157		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,754		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　SCSK株式会社　BG-0332		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,753		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,750		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,742		SSL  開発委託費　  システムGC改正中国RoHS対応		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,739		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3468		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,739		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3316		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201604		3,720		SSI  開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,720		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,719		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,711		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,700		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		3,700		709048→701048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,700		島津ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,700		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　株式会社アイ・エル・シー　ED156080		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,700		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝依頼分　ED156080　株式会社アイ・エル・シー		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,700		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　株式会社アイ・エル・シー　ED156080		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,694		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,693		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0144		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,693		SEG 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3,682		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0030		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		3,680		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709041		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,668		SSL  システムGC改正中国RoHS対応		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3,665		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,659		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,650		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,650		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,650		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,645		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　杉原S　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,640		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝（ED156079）　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,640		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0174		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,639		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,631		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　前田S分　SCSK株式会社　BG-0332		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,630		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,624		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1002		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,606		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0301		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,600		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,600		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,600		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,600		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,600		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		3,600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		3,600		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		3,600		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		3,600		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		3,600		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,600		（株）総合システムサービス　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,594		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,590		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3483		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,586		SSL  海外業務委託料　RDCSP-170605		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201608		3,565		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,557		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1008		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,557		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝依頼分（稟議№ED156079）　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,553		Chromaleont 開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,553		Chromaleont社　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,552		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,536		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1035		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201901		3,528		SEG　海外委託研究費　No.19179		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,521		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　種田K分　島津エス・ディー株式会社　BG-0423		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		3,520		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,510		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,509		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,507		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「C2MAP改良に向けた調査研究｣の開発委託(1/2)　島津エス・ディー株式会社　EA-1104		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		3,500		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3527		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,500		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,500		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,500		SSI  開発委託費　50516		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,500		独立行政法人　自動車技術総合機構技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,500		独立行政法人　自動車技術総合機構技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,500		独立行政法人　自動車技術総合機構技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,490		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　前田S分　SCSK株式会社　BG-0410		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,490		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,490		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　種田K分　SCSK株式会社　BG-0426		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,487		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201906		3,482		ＳＳＩ　開発委託費　No.050819		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,464		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,451		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3495.3588		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,444		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1054		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3,430		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0092		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,424		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　種田K分　島津エスディー　BG-0343		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,423		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　種田K分　SCSK株式会社　BG-0394		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3,410		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,406		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0188		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		3,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		3,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		3,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		3,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,400		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,392		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,385		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,381		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,379		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,375		島津エス・ディー株式会社　ｿﾌﾄ委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,365		SSI  開発委託費　40334972		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,356		SSL　海外業務委託料　No.RDCGC-170906		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,350		SSL　海外業務委託料　No.RDCLC-170906		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,344		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,341		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,340		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　種田K分　島津エス・ディー株式会社　BG-0395		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,335		SSI  海外委託研究費　020117		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201810		3,333		国立大学法人九州大学共同研究費（前渡金）　　7L905535E1710		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,330		ＳＳＩ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,316		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1004		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,314		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3656		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,310		国立大学法人　名古屋大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,310		国立大学法人名古屋大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,310		国立大学法人名古屋大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201610		3,308		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7S944435C1502		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,303		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,300		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,294		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　種田K分　株式会社DTS WEST　BG-0396		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,292		SSL   委託研究費　RDCLC-16120801		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,283		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,279		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,260		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		3,248		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3401		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,242		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,240		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,240		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		3,234		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,228		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0204		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,225		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0046		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,220		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　安田S分　富士通株式会社　BG-0338		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,220		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　安田S分　富士通株式会社　BG-0375		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,209		SSI  海外委託研究費　110116		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,204		National University of Singapore　研究開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,200		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201710		3,200		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7S944435C1502		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201712		3,200		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M906035C1709		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201808		3,200		7M9062→7MS062		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201802		3,200		7M9060→7MS060		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201804		3,200		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M906235C1802		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		3,200		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,200		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		3,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,196		National University of Singapore　研究開発費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,192		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,174		ミカサ商事（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,162		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3509		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,160		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,155		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,143		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,120		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　島津エンジニアリング株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,110		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LC IoT基盤のUV-1800後継機対応の実装　富士ソフト株式会社　EA-1141		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,106		Alsachim SAS　海外業務委託料　F18063907		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,100		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1051		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,100		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions UV-Vis/IR用_分析シーケンス管理機能の開発　株式会社DTS WEST　EA-1123		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		3,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,095		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　種田K分　SCSK株式会社　BG-0394		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		3,090		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709041		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		3,090		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,087		SSL  開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201712		3,086		学校法人　武蔵野大学共同研究費（前渡金）　　7L906035E1712		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		3,086		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		3,083		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3209		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,080		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3651		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,080		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,069		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0188		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,068		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,056		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1068		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,056		国立大学法人岩手大学共同研究費　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,056		国立大学法人岩手大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,056		国立大学法人　東京大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,050		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		3,036		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,033		SSL  開発委託費　MSC-20170808-01		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,030		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0082		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,030		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3,029		SSL開発委託費（経費性ソフト）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,029		SSL　委託研究費　RDCSP-17032902		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		3,010		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3356		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,006		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3465		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,000		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1002		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,000		国立研究開発法人　産業技術総合研究所　契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,000		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0206		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		3,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709052		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,000		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,000		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0346		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,000		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,000		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0276		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		3,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709052		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		3,000		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,000		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,000		国立研究開発法人産業技術総合研究所　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,000		学校法人名城大学技術契約・委託研究費前払　　3327		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,000		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q904835A1604		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,000		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,000		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,000		学校法人名城大学技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,996		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201605		2,994		国立大学法人神戸大学共同研究費（前渡金）　　7L901935E1512		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,983		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3640		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,981		SEG　海外委託研究費　18144		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,963		学校法人　慶應義塾大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,963		学校法人慶應義塾共同研究費（前渡金）　　BG0102		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,962		SSL　海外業務委託料　No.RDCGC-170905		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,959		SSL 開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,950		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0131		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,950		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費(FW)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,947		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,935		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1046/1055		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,934		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　前田S分　SCSK株式会社　BG-0410		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,918		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3367		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,910		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,903		国立循環器病研究センター共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,900		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,898		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1062		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,884		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　種田K分　SCSK株式会社　BG-0369		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,877		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3626		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,875		ＳＢＸ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0225		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,875		株式会社ＳＢＸ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0307		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,867		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3475		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,867		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,864		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3620		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,860		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　勝山K分　株式会社DTS WEST　BG-0330		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201711		2,859		国立大学法人神戸大学共同研究費（前渡金）　　7L904335E1701		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201707		2,859		国立大学法人神戸大学共同研究費（前渡金）　　7L904335E1701		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201708		2,859		前渡金振替訂正		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,852		国立大学法人　名古屋大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,852		国立大学法人名古屋大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,850		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,850		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0279		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,840		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3513		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,830		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0133		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,823		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3599		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,820		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3483		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,820		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1007		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		2,800		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,798		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,787		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3599		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,787		SSL 開発委託費　RDCSP-18033002		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,780		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201803		2,780		前渡し金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,778		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発 FWテスト仕様書作成　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,778		国立大学法人名古屋大学共同研究費（前渡金）　　BG0139		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201801		2,778		国立大学法人　大阪大学共同研究費（前渡金）　　7L905635E1711		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201810		2,778		国立大学法人九州大学その他　　7L907535E1910		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,778		国立大学法人　名古屋大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201812		2,778		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201903		2,778		52 試験研究費　共同研究費(前渡金)　0529　国立大学法人大阪大学		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201810		2,778		国立大学法人九州大学その他　　7L907535E1910		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,769		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3401		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,750		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1073		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,750		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「LabSolutions CS定期バージョンアップ(156下期)」の作業委託（2019/4)　富士通株式会社　EA-1127		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,741		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,736		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3620		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,727		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,724		SEG　担当：寺田　稟議No.LC-0281　Invoice No.19118		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,723		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0120		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,716		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3475		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,714		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,703		株式会社ＳＢＸ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0295		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,700		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0153		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,700		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0075		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,700		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,700		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,693		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,692		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,689		SSI  開発委託費　110418		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,687		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,686		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0115		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,680		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905535A1612		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,675		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,672		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3513		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,668		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0115		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,664		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(資産性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201811		2,654		神戸大学その他　　7L907235E1808		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,642		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3341		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,639		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		2,637		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,636		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1004		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,632		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,630		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1020		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,625		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,614		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0051		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,611		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3626		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,603		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1085		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,599		SAP　開発委託費　稟議№ED156043環境ｾﾝｻｰ		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,598		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0068		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,598		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　平野K　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,597		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0048		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,591		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,588		SAP /NUSとの共同研究開発、開発委託費　Inv-099/Y/17		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201702		2,585		国立大学法人神戸大学共同研究費（前渡金）　　7L904335E1701		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,576		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3595		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,574		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,574		SAP  環境(P/N)センサー共同研究開発　INV-060/Y/17		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,567		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0115		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,566		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,560		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0151		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,560		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,560		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,555		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3316		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201607		2,552		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7S944435C1502		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,550		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,550		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,546		国立大学法人東京大学共同研究費（前渡金）　　BG0168		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,537		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費　RDCH-17040701		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,537		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費　RDCH-17040702		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,536		SSI   開発委託費　Invoice.80516		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,536		SSI  開発委託費　50216		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,536		SSI  開発委託費　110316		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,520		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,519		SAP 共同研究費　No.INV-025/Y/18		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,515		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,510		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0029		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,510		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0080		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,502		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LCMSファイル管理版アプリケーションのインド重要顧客対応開発1月　SCSK株式会社　EA-1094		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,500		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,500		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1006		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,500		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,500		株式会社ｱｲ･ｴﾙ･ｼｰ　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,500		52 試験研究費　研究分担金(前渡金) 0529　慈恵大学		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「LabSolutions CS定期バージョンアップ(156下期)」 不具合・要望対応支援　富士通株式会社　EA-1155		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions 40-Series LCリリース対応(M2M)　富士ソフト株式会社　EA-1167		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,500		学校法人名城大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		2,500		709240→70S240		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,500		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3646		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		2,500		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,499		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0150		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,493		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,492		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,483		SSL　開発委託費（資産性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,480		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0289		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,479		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1048		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,478		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutionsConnectMRM開発　SCSK株式会社　BG-0429		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,475		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,472		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3466		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,471		SAP 共同研究開発　INV-148/Y/17		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,470		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0299		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,465		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,452		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1032/1046		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,450		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,450		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0151		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,450		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,448		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,444		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,441		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0020		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,440		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,439		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3571		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201710		2,437		国立大学法人　東北大学共同研究費（前渡金）　　7L905435E1710		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201709		2,437		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,434		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,431		【透_A001】金沢大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,430		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　北田依頼分　株式会社アイ・エル・シー		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,425		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,424		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1040		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,420		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,420		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1003		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,412		Bio　Analytical Tecjmologies(INDIA)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,410		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0313		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,405		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3341		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,400		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　中村K Labsol UV-Vis　株式会社DTS WEST		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,400		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1017		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,400		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutionsの機能改善および安定性強化　株式会社DTS WEST　EA-1116		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156B		201901		2,400		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　有限会社バーニーズ･ソフト　NI0R-0016		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,400		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		2,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3521		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0002		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		2,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		2,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,394		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0068		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,390		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSの開発委託(2019/1/15〜2019/3/29)　株式会社DTS WEST　EA-1120		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,390		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LCMSファイル管理版アプリケーションのインド重要顧客対応開発 2月　SCSK株式会社　EA-1125		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201701		2,389		7M9053→7M1053		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,388		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,387		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,385		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3211		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,381		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3626		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,379		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0016		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201702		2,365		7M9051→7MS051		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,360		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3620		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201604		2,358		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,355		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　安田S分　SCSK株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,352		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　安田S分　SCSK株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,351		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,350		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,350		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1022		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,350		株式会社ｉＰＳポータル技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,340		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,330		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　中村K　島津エンジニアリング株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,328		SSL　開発委託費　No.RDCH-170906		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,322		SSI  海外委託研究費　110216		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		2,315		709046→702046		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,315		金沢大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		2,315		国立大学法人大阪大学共同研究費（前渡金）　　70904644A1603		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,310		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3563		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,307		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,306		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　モジュラー型質量顕微鏡の制御ソフトウェア開発 2月　SCSK株式会社　EA-1128		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,305		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1070		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201711		2,300		7M9054→7M7054		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,300		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0312		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,300		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions LCMSの改良と定期バージョンアップ(2019年度)(第2回)　株式会社DTS WEST　EA-1157		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,300		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions LCMSの改良と定期バージョンアップ(2019年度)(第3回)　株式会社DTS WEST　EA-1165		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,300		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0029		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201708		2,300		メレック委託研究費　　7M905435C1705		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,300		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0081		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,297		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0017		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,294		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,287		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,285		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP0010,SP0001		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,284		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,283		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0023		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0341		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1079		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3462		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,279		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0071		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,275		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3362		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,262		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSの開発委託3月　島津エス・ディー株式会社　EA-1119		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,255		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0150,0157		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,252		国立大学法人東京医科歯科大学技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,252		国立大学法人　東京医科歯科大学技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,250		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,250		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,250		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,250		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,250		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,247		SSL開発委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		2,240		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,240		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201611		2,237		国立大学東北大学共同研究費（前渡金）　　7L903735E1610		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,235		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　住吉S分　島津エス・ディー株式会社　BG-0339		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,233		SSL　開発委託費　No.RDCSP-170905		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,228		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0201		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,228		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0019		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,217		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,216		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,207		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0008		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,205		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,205		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（購入費）国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,204		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0128		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,200		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0313		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,200		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0002		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,191		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,191		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3298		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,184		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0028		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,180		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3620		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,170		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,167		大阪大学　共同研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,167		国立大学法人大阪大学共同研究費（前渡金）　　3635		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,165		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1070		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,164		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,158		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,157		島津エス・ディー㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,157		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0071		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,154		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,148		SSI　開発委託費　81217		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,145		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905635A1612		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,144		SCSK（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,143		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0028		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,142		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0244		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,142		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,134		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3211		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,133		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LCMS-9030用ミクロインターフェイス開発1月　SCSK株式会社　EA-1100		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,132		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3278		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,131		SSI　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,130		52 試験研究費　研究分担金(前渡金) 0529　北海道公立大学法人		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,129		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0259		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,124		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1083		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201805		2,123		7M9055→7MS055 勘定科目細目の修正		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,116		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,114		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0018		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,110		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　次期LabSolutions構築 要件定義支援　富士通株式会社　EA-1103		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,104		Chromaleont S.r.l.  ソフトウェア改良開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,104		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,100		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　次期LabSolutions構築 基本設計工程支援　富士通株式会社　EA-1129		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,096		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,096		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3603		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,095		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3475		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,093		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「C2MAP改良に向けた調査研究」の開発委託(2/2)　島津エス・ディー株式会社　EA-1104		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,090		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社アイ・エル・シー　LC-0299		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201706		2,088		国立大学法人東北大学共同研究費（前渡金）　　7L903335E1705		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,088		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,084		SSL   開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,079		ＳＣＳＫ（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,077		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0290		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,076		SSL   開発委託費　RDCSP-160607		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201604		2,076		SEG　海外委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,075		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3325		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,075		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,063		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3362		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,061		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,059		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3564		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,055		中国RDC 開発委託費（経費性ｿﾌﾄ）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,051		学校法人　東京慈恵会医科大学　委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,051		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0231		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,049		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3468		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,049		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0172		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,047		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,041		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0186		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,036		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1024		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,036		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1063		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,036		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1077		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,036		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1058		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,033		SSL 大気用TVOC計国家標準制定のための調査　RDCH-17062802		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,031		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0216		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,028		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,027		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0063		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,027		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,024		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　海岸様　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,023		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3641		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,023		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions LCMS のインド顧客対応　SCSK株式会社　EA-1094		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,022		SSL  ED156037大気VOC計用濃縮器の開発(予備研)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,022		SSL中国開発センタ　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,013		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3278		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,010		ミカサ商事（株）ソフト開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,010		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,000		島津エス・ディー株式会社ソフト開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0186		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,000		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1097		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,000		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0329		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201808		2,000		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M906135C1712		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,000		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0306		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,000		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,000		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,999		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,999		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3574		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,996		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,994		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA0196		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,994		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0348		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,990		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0287		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,990		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　株式会社アイ・エル・シー　ED157003		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,988		SSI  開発委託費　80216		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,987		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0259		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,984		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,983		SEG  海外委託研究費　No.18072		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,980		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,980		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1084		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,980		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q904735A1603		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,976		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,975		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0096		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,974		SAP　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,969		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,961		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,960		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0370		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,960		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,958		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0033		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,950		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0328		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,948		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,948		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　種田K分　島津エス・ディー株式会社　BG-0395		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,944		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0096		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,941		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0160		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,937		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3564		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,930		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0234		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,930		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　光川　株式会社アイ・エル・シー　ED157003		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,930		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3571		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,923		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutionsLCMSの改良および不具合対応 3月　SCSK株式会社　EA-1144		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		1,920		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,920		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905935A1807		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,920		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　海岸様　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,920		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905535A1612		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,919		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0212		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,913		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,910		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0135		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,908		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0068		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,907		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0035		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,907		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0093		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,907		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutionsLCMSの改良および不具合対応 2月　SCSK株式会社　EA-1124		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,904		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3362		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,903		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,902		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0242		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,899		国立大学法人東北大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,896		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0114		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201806		1,893		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201709		1,893		SEG  海外委託研究費　No.18071		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,885		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0038		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201804		1,876		SEG 海外委託研究費 No.18221		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,876		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　Cellpicker Step2 ファームウェアテスト仕様書作成　島津エス・ディー株式会社　EA-1132		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201609		1,876		SEG　委託研究費　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,875		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1045		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,875		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0047		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,870		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,867		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LCMS-9030用ミクロインターフェイスの開発　SCSK株式会社　EA-1100		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,866		SCSK　ソフト委託費（経費性ソフト）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,858		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,852		【透_A001】東京医科歯科大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,852		名古屋大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,852		【透_A001】東京医科歯科大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,852		【透_A007】国立大学法人島根大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,852		東京医科歯科大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,852		国立大学法人　名古屋大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,851		SAP  開発委託費　BUNJKRIN01-1809-00017		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,848		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0150		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,847		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3609		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,845		【仮勘定精算；送金】CHROMALEONT / （EUR15000）Global..Agreement3年目前期分（2016.2～7）、5月送金仮払金分LCBU製番確定（分マ・町田）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,845		【仮勘定精算；送金】CHROMALEONT / Global..Agreement2016.2-7、2016.5仮払金計上分MSBU製番確定（E15000）（分マーケ・町田）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,842		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1072		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,830		52 試験研究費　共同研究費(前渡金)　0529　渡邉S,佃K　光反応量子収率測定装置の開発　株式会社島津アクセス　東京総務部		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,823		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,822		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3564		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,821		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0071		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,818		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0010		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,818		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0172		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,818		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutionsLCMSの改良および不具合対応1月　SCSK株式会社　EA-1114		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,811		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,800		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		1,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,800		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,791		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0234		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,788		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,785		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0146		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,784		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3278		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,775		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,770		SSL  開発委託費 BUNJKRIN01-1901-00033		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,766		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabsolutionsLCMSの改良および不具合対応 4月　SCSK株式会社　EA-1152		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,762		SSL BUNJKRIN01-1901-00033		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,758		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,754		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0317		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,754		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,750		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions LCMS の改良　SCSK株式会社　EA-1099		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201804		1,745		CBmed GmbH　共同研究前渡金		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,744		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201805		1,731		【透_A008】東北大学共同研究費（前渡金）　　7L903335E1705		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201812		1,717		CBmed GmbH　共同研究費前渡金　AR2018-000093		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,712		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0166		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,710		SEG　委託研究費　19117		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,708		【送金】CHROMALEONT / INV#2016/030、MSBU分－３年目後期分、Global Scientific Assistance Agreement Addendum2（E15000）（分析マ・町田）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,708		【仮勘定精算；送金】CHROMALEONT / （EUR15000）Global..Agreement3年目後期分（2016.8～2017.1）、10月送金仮払金分LCBU製番確定（分マ・町田）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,707		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,706		Csols Ltd.　開発委託費　7A907935A1711 片手PM		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,703		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,700		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エンジニアリング株式会社　LC-0293		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,700		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,699		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0168		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,697		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,697		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,688		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,682		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSの開発委託2月　島津エス・ディー株式会社　EA-1119		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,681		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3402		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,680		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolConnectMRM開発　株式会社DTS WEST　BG-0368		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,680		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0288		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,675		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0107		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,670		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolConect　株式会社DTS WEST　BG-0352		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,664		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エンジニアリング株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,658		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,657		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0168		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,655		SSL  開発委託費　RDCSP-180601		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,652		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0283		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,650		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions分析シーケンス他機種対応支援　富士通株式会社　EA-1131		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,644		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3609		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,642		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSの開発委託(MSMSスペクトルノーマライズ処理他)　島津エス・ディー株式会社　EA-1119		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,641		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,640		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,632		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3644		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,630		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,625		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,619		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0186		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,610		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　安田S分　富士通株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,610		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　安田S分　富士通株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,610		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0013		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,604		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3539		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1005		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1027		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,600		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　中村K Labsol UV-Vis　株式会社DTS WEST		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,600		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝依頼分（ED156060）　株式会社アイ・エル・シー		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0156		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,600		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutionsの機能改善および安定性の強化　株式会社DTS WEST　EA-1139		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,600		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3506		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		1,600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,600		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,600		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0036		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0023		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,600		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0009		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,599		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　モジュラー型質量顕微鏡の制御ソフトウェア開発 3月　SCSK株式会社　EA-1128		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,596		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,588		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0369		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,584		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0076		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,580		中国RDC 開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,575		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0300		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,573		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0028		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,568		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,560		ミカサ商事（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,558		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0068		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,552		Csols Ltd.　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,550		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1065		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,550		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1075		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,541		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0312		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,541		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,539		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,538		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発_IoT機能の開発　島津エス・ディー株式会社　EA-1108		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,536		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,536		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0115		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,536		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,536		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0147		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,529		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　株式会社アイ・エル・シー　ED157006		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201609		1,528		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,523		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,523		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　モジュラー型質量顕微鏡の制御ソフトウェア開発1月　SCSK株式会社　EA-1101		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,519		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,512		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0034		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0056		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0151		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1064		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0318		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0347		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201809		1,500		国立大学法人　東京大学共同研究費（前渡金）　　7L906835E1807		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions LCMSの改良と定期バージョンアップ(2019年度)(1回目)　株式会社DTS WEST　EA-1145		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1071		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,500		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		1,500		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		1,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,500		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		1,500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0119		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,500		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,497		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1055		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,496		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3367		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,488		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,485		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1011		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,478		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0016		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,477		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7A906435A1606		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,464		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0060		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,461		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,457		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　新型質量顕微鏡制御ソフトウェアの開発　SCSK株式会社　EA-1101		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,455		SSL   委託研究費　RDCH-16120902		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,452		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1015		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,450		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,450		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　株式会社PROTEC		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,450		DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,450		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3263		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,450		島津エス・ディー株式会社（委託費）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,450		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q904835A1604		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,430		日本電気株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,429		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA0185		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,426		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0068		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,425		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,425		SAP  開発委託費　 BUNJKRIN01-1809-00017		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,424		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSのWPFアプリケーションの開発(グラフ・グリッド)　島津エス・ディー株式会社　EA-1142		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,423		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0137		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,416		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3424		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,412		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0003		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,410		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0115		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,400		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1038		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		1,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709050		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201604		1,400		有限会社バーニーズ・ソフト市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M904635C1411		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,395		国立研究開発法人　産業技術総合研究所　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,389		SAP  開発委託費　BUNJKRIN01-1809-00017		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,389		国立大学法人大阪大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,389		国立研究開発法人産業技術総合研究所共同研究費（前渡金）　　EA-0110		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201811		1,389		京都産業技術研究所共同研究費（前渡金）　　7L907335E1810		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,388		Chromaleont S.r.l.  委託研究費、開発委託費　2016/029		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,388		Chromaleont S.r.l.  委託研究費、開発委託費　2016/017		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,388		Chromaleont S.r.l.  委託研究費、開発委託費　2016/045		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,384		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSの開発委託(スクリーニングデータのコンバーター他)　島津エス・ディー株式会社　EA-1119		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,383		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　SCSK株式会社　BG-0351		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,382		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,380		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,380		日本システム技術株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,380		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,380		日本システム技術　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,380		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　石川S　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,378		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0100		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,377		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabsolutionsLCMSの改良および不具合対応 5月　SCSK株式会社　EA-1162		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,376		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0049		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,376		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3492		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,376		Chromaleont S.r.l.  委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,375		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7A905635A1511		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,375		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,372		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,367		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0140		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,365		島津エンジニアリング㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,361		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0140		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,354		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　SCSK開発委託費　SCSK株式会社　BG-0367		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,349		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,348		Bio Analytical Technologies(INDIA)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,348		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,345		学校法人慈恵大学委託研究費　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,345		学校法人　慈恵大学委託研究費　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,344		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0106		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,332		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3547		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,331		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝依頼分（稟議№ED156082）　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,330		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,330		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0065		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,327		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　SCSK株式会社　BG-0329		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201809		1,327		神戸大学その他　　7L907235E1808		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,325		富士通株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,324		Bio Analytical Technologies (India)　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,324		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3547		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,320		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,320		日本電気株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,318		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,314		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発_IoT機能開発　島津エス・ディー株式会社　EA-1108		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,314		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,313		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3607		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,310		SSL  開発委託費　佃K		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,310		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,306		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0262		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,306		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0140		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,304		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0186		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,301		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0315		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,300		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,297		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,294		SSI 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,294		SSI  開発委託費　No.81317		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,293		BUNJKRIN01-1809-00017 SAP　開発委託費　INV-101/Y/18		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,292		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,290		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0304		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,288		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,286		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,286		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0297		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905735A1704		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q905935A1807		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3490		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　NO.3297		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3297		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　NO.3308		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3547		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,280		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7Q904835A1604		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,279		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0075		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,277		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0134		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,277		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0297		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,275		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0199		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,274		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,272		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発2月　島津エス・ディー株式会社　EA-1107		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,272		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3490		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,268		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0191		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,264		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,263		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0034		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,262		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,252		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0003		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,250		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「LabSolutions CS定期バージョンアップ(157上期)」作業委託_不具合・要望対応分　富士通株式会社　EA-1168		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		1,250		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709240		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		1,250		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709240		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,248		SSL 開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,248		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3409		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,248		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,248		島津エス・ディー　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,248		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3578		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,246		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,245		PM0224　科目修正		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,244		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,242		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,241		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3468		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,240		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3492		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,231		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0351		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,229		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,228		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3490		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,225		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1045		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,220		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0320		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,220		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3492		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,215		金沢大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,213		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,206		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　中村K　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,204		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3466		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,204		【透_A007】国立成育医療研究センター共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,204		【透_A007】国立成育医療研究センター共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,204		日本赤十字医療センター　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,204		日本赤十字社医療センター共同研究費（前渡金）　　BG-0261		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		1,204		52 試験研究費　共同研究費(前渡金) 0529　財団法人ヒューマンサイエンス振興財団		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,203		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,203		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0232		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,200		株式会社Ｔ－ＬＡＢ．依頼分析料（研究開発）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709052		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0201		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,200		株式会社Ｔ－ＬＡＢ．開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709050		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709050		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,200		株式会社T-LAB. 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0175		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1059		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,200		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,200		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,200		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,200		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709041		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,200		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,200		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0011		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,195		Chromaleont S.r.l. 開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,193		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,193		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,190		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　国プロ		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,185		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0035		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,184		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0350		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,184		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0161		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201711		1,180		7M9057→7MS057		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,179		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,177		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　OpenSolutionの開発委託費　SCSK株式会社　BG-0328		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,176		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0191		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,175		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0149		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201607		1,175		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905035C1602		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,167		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,167		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,167		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0022		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,166		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　綾田　島津エス・ディー株式会社　ED157-001		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,166		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　綾田　島津エス・ディー株式会社　ED157001		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,164		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,160		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,158		Csols Ltd.　開発委託費　片手ＰＭ		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,158		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0134		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,157		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201805		1,157		7M9055→7MS055		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,155		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,146		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,145		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,144		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0216		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,141		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,140		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,140		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,140		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝依頼分(稟議№ED156081)　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,140		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0111		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,140		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0140		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,140		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,140		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0033		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,140		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,136		SSL　開発委託費　稟議№ED156044　19インチVOC計BTX測定オプションの開発		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,136		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,136		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,134		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,134		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0349		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,133		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0100		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,131		Csols Ltd.　開発委託費　片手PM		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,131		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　中村K　WizAArd eIQOQ　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,129		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,125		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,125		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0323		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,121		SAP  開発委託費　BUNJKRIN01-1809-00017		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,120		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社PROTEC		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,120		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3471		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,120		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　XB-0005		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,111		国立大学法人熊本大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201803		1,111		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201706		1,111		財団法人ヒューマンサイエンス振興財団共同研究費（前渡金）　　7L904935E1706		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,111		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0244		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,108		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3546		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,107		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　株式会社アイ・エル・シー　ED157005		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,104		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,101		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0010		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,101		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0144		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,100		国立大学法人東京大学共同研究費（前渡金）　　EA-0246		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,100		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0197		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0122		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,100		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0312		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,100		（株）島津アクセス　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,100		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,100		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,095		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,095		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0278		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,094		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSol Connect MRM開発費　SCSK株式会社　BG-0389		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,092		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0140		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,092		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3607		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,091		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201709		1,090		学校法人東邦大学　医学部共同研究費（前渡金）　　7L905135E1708		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,088		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3492		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,088		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　SCSK株式会社　BG-0328		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,086		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA0220		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,083		株式会社島津アクセス　市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,082		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,080		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,080		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA0142		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,073		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA0171		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,073		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0194		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,071		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,070		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,069		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0211		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,069		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,068		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,066		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　モジュラー型質量顕微鏡の制御ソフトウェア開発 4月(高橋眞K)　SCSK株式会社　EA-1154		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,066		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,064		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0288		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,062		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,061		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0311		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,061		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,055		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　磯井氏　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,051		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　中村K　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,050		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,050		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1053		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,049		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0045		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,048		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0080		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,047		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,047		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0161		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,045		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0027		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,045		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201703		1,045		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,044		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3546		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,040		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3432		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,039		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,038		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,034		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,032		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,032		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0096		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		1,030		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		1,030		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,030		日本電気株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,030		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0074		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,029		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　種田K分　島津エス・ディー株式会社　BG-0370		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,028		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0049		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,022		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　モジュラー型質量顕微鏡の制御ソフトウェア開発 5月(高橋眞K)　SCSK株式会社　EA-1154		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,020		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　NO.3448		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,020		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0140		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,019		国立大学法人　東京大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,019		国立大学法人京都大学共同研究費（前渡金）　　BG0133		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,019		国立大学法人　東北大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,019		国立大学法人　東北大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,019		国立大学法人東京大学共同研究費（前渡金）　EA-0246		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,019		国立大学法人　筑波大学　委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,019		国立大学法人東北大学共同研究費（前渡金）　　BG-0266		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,019		国立大学法人　東京大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,019		国立大学法人東京大学技術契約・委託研究費前払　　3393		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201610		1,019		国立大学法人名古屋大学共同研究費（前渡金）　　7L903435E1610		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,019		国立大学法人東京大学共同研究費（前渡金）　　EA-0099		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,019		国立大学法人東北大学共同研究費（前渡金）　　EA-0090		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,019		国立大学法人筑波大学技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201709		1,019		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,019		国立大学法人東京大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201804		1,019		財団法人ヒューマンサイエンス振興財団その他　　L706335E1804		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201904		1,019		52 試験研究費　共同研究費(前渡金) 0529　財団法人ヒューマンサイエンス振興財団		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,019		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,018		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　小型MALDI-DITMSソフトウェア開発　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,018		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「小型MALDI-DITMSの開発」のソフトウェア開発委託 第9回　島津エス・ディー株式会社　EA-1117		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,018		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1086		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,016		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,016		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,014		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,013		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0344		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,012		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSのWPFアプリケーションの開発(グラフ(SciChart)他)　島津エス・ディー株式会社　EA-1142		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,010		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　寺島氏　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,006		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,006		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,005		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709050		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		1,000		70S050→709050		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		1,000		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,000		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,000		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発　島津エス・ディー株式会社　EA-1110		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,000		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0319		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		1,000		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,000		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,000		（株）島津アクセス　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,000		㈱島津アクセス　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,000		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		993		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		992		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		991		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3432		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		990		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		986		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3244		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		983		SEG 委託研究費　No.20031		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		983		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201604		981		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905035C1602		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		981		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エンジニアリング株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		980		SSL  海外業務委託料　NexgenGC改良とアプリケーション実現性検討		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		979		National University of Singapore　共同研究開発費　環境PNセンサーの開発		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		978		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0071		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		976		SSL NexgenGC改良とアプリケーション実現性検討		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		976		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		975		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3287		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		975		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		975		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		975		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		972		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		971		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		970		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0054		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		968		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		968		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　種田K分　SCSK株式会社　BG-0411		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		966		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0316		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		966		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0327		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		964		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		964		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		962		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　北田　島津エス・ディー株式会社　ＥＤ156097		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		960		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　佃K　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		958		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		952		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		951		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝（ED156082）　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		950		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		949		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		948		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSのWPFアプリケーションの開発　島津エス・ディー株式会社　EA-1142		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		944		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG-0211		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		941		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　磯井氏　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		939		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0066		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		938		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0216		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		935		SSL   委託研究費、RDCSP-16120701		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		931		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0077		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		929		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201708		927		7M9056→7MS056		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		926		九州大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201711		926		学校法人帝京大学共同研究費（前渡金）　　7L905235E1710		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		926		公立大学法人　横浜市立大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		926		【透_A001】国立大学法人　大分大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		926		広島大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201811		926		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		926		大分大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201605		926		財団法人ヒューマンサイエンス振興財団共同研究費（前渡金）　　7L902535E1605		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		926		広島大学　社会産学連携室技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		926		公立大学法人横浜市立大学技術契約・委託研究費前払　　3394		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		926		公立大学法人横浜市立大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		926		公立大学法人横浜市立大学共同研究費（前渡金）　　EA-0086		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201703		926		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		921		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		920		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		920		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　國村氏　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		920		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709041		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		916		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		914		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0097		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		912		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　北田依頼分（稟議№ED156053)　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		912		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		911		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		910		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0093		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		910		日本電気株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		904		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0077		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		903		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3514		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		901		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0006		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		901		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1019		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		900		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201802		900		学校法人東邦大学　医学部共同研究費（前渡金）　　7L905135E1708		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		900		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0187		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		900		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		900		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		900		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0105		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		898		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0049		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		898		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0080		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		897		SAP  開発委託費　BUNJKRIN01-1809-00017		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		896		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0020		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		894		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		894		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		889		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応　島津エス・ディー株式会社　EA-1108		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		887		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		884		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(経費性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		881		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0097		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		880		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions LCMS インド重要顧客対応　株式会社DTS WEST　EA-1113		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		880		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LCMSインド重要顧客対応プロジェクトにおけるLabSolutionsLCMSの改良　株式会社DTS WEST　EA-1122		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		878		ＳＣＳＫ株式会社その他　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		877		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		877		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		877		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		870		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		870		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		870		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		870		学校法人　慈恵大学委託研究費　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		867		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		863		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		860		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3402		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		860		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		858		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0078		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		856		大阪大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		856		大阪大学研究協力室産学連携係共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		856		国立大学法人大阪大学技術契約・委託研究費前払　　3431		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		856		国立大学法人大阪大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		856		大阪大学　技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		855		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		855		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0146		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		854		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		850		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1082		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		850		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		850		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		847		ＳＣＳＫ株式会社その他　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		847		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0217		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		845		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0080		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		840		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0146		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		840		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0034		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		839		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201606		837		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905135C1604		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		835		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0311		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		834		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　島津エス・ディー株式会社　ＥＤ157007		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		832		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　石川S　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		831		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		830		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		828		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		827		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3609		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		825		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0097		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		824		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　種田K分　島津エス・ディー株式会社　BG-0343		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201706		824		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905735C1704		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		820		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0064		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201806		820		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		818		SAP　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		816		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		814		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　杉原S　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		812		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		810		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　株式会社アイ・エル・シー　ED156101		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		809		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3287		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		806		仕訳訂正（PM0307慈恵大学）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		803		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発2月　島津エス・ディー株式会社　EA-1108		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		800		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1096		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		800		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		800		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		800		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP0061		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0075		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0035		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		800		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3487		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		799		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		799		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0331		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		796		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		792		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		792		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0330		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		789		ＳＣＳＫ株式会社その他　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		789		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3540		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		789		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費　3481		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		788		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201802		784		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201607		784		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905135C1604		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		784		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		784		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3613		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		780		SSL  開発委託費　RDCH-17120102		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		780		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		780		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		771		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1108		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201809		770		SEG　開発委託費　７L906235E1804		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		770		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0332		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		768		52 試験研究費　開発委託金(前渡金) 0529　前田S分　SCSK株式会社　BG-0427		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		764		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「小型MALDI-DITMSの開発」のソフトウェア開発委託 第12回　島津エス・ディー株式会社　EA-1156		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		760		日本電気株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		757		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		751		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		750		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0315		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201712		749		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201711		749		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		744		SUM 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		744		SUM  開発委託費　No.17-0726		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		744		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		741		学校法人　都筑第一学園（東京薬科大学）　共同研究開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		741		学校法人　都筑第一学園　研究費共同研究費（前渡金）　　BG0003		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		736		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201906		735		SEG 開発委託費　20037		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		731		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　島津エス・ディー株式会社　ED157007		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		730		SSI ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		730		SSI  開発委託費　50316		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		726		島津エス・ディー㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		726		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		723		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		720		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		720		ミカサ商事（株）ソフト開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		720		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　ミカサ商事株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		720		ミカサ商事（株）ソフト開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		719		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　小型MALDI-DITMSのソフトウェア開発　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		718		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		718		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		716		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　小型MALDI-DITMSソフトウェア開発　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		714		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201804		713		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201803		713		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201611		713		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905335C1608		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201709		713		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		713		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「小型MALDI-DITMSの開発」のソフトウェア開発委託 第11回　島津エス・ディー株式会社　EA-1148		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		708		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		705		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		702		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0053		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		702		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3626		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		702		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		702		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		700		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1004		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		700		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		700		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1010		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		700		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1001		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		700		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions LCMS の改良　株式会社DTS WEST　EA-1115		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		700		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		700		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions LCMSの改良と定期バージョンアップ　株式会社DTS WEST　EA-1130		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		700		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1102		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		700		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3560		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		700		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		700		ＳＳＬ開発委託費（資産性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		700		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0029		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		700		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0109		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		700		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		700		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		700		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		697		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「小型MALDI-DITMSの開発」のソフトウェア開発委託 第10回　島津エス・ディー株式会社　EA-1133		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		696		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		695		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3629		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		694		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		691		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0077		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		690		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		682		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7A906435A1606		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		681		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0105		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201807		677		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201809		677		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201609		677		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905335C1608		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		677		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0216		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		675		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1009		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		674		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		674		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　中村K　Labsolutions UV-VIS　島津エス・ディー株式会社　SP-0181		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		673		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0061		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		672		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		670		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA0207		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		667		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1032		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		665		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0025		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		663		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　北田依頼分（稟議№ED156053）　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		662		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		660		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		660		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		656		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		652		ミカサ商事（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		651		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0316		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		650		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201701		645		光伝導機株式会社研究調査費　　7S744435C1502		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201711		644		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905535C1612		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201805		642		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201710		642		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201808		642		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201610		642		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905335C1608		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201708		642		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		640		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		640		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		637		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.  開発委託費　RDCGC-170421		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		636		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		630		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		623		Chromaleont S.r.l.  委託研究費、開発委託費　2016/044		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		610		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　光川　株式会社アイ・エル・シー　ED156101		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156B		201810		606		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201705		606		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905635C1703		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		600		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		599		Csols Ltd.　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		598		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3504		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		581		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		581		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		580		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0066		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		579		Csols Ltd.　開発委託費　片手ＰＭ		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201704		578		光伝導機株式会社研究調査費　　7S744435C1502		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201707		578		光伝導機株式会社研究調査費　　7S744435C1502		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		575		Csols Ltd.　開発委託費　片手PM		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		575		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		572		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		572		Chromaleont S.r.l.  開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		564		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		560		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		556		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3341		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		556		国立研究開発法人産業技術総合研究所共同研究費（前渡金）　　BG0113		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		556		国立研究開発法人　産業技術総合研究所共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		555		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		550		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0181		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		550		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		550		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		546		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		545		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		544		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　佃K　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		544		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions Balanceの不具合修正　島津エス・ディー株式会社　EA-1159		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		540		SSL  開発委託費　Inv RDCH-18030502		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		540		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　ミカサ商事株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		540		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　ミカサ商事株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		538		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201801		535		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201608		535		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905135C1604		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		534		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　種田K分　島津エス・ディー株式会社　BG-0370		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		531		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1029		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		530		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0370		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		530		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0073		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		526		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		525		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		522		SEG　委託研究費　No.19146		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		522		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		521		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		520		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		518		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201710		513		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905535C1612		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		513		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		512		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		512		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		511		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3607		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		509		国立大学法人　信州大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		509		国立大学法人　信州大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		509		国立大学法人東京大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		509		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7A908235A1802		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		501		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0032		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		500		709046→70S046		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		500		島津エス・ディー株式会社ソフト開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		500		地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所共同研究費（前渡金）　　BG0141		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		500		地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所共同研究費（前渡金）　　BG0141		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		500		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0333		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709046		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		500		日本大学生産工学部　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		500		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		495		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201802		490		学校法人東邦大学　医学部共同研究費（前渡金）　　7L905135E1708		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		488		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		488		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　株式会社DTS WEST　LC-0324		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		485		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3629		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		481		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		480		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3312		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		480		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		479		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		476		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0169		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		471		ミカサ商事（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		471		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0102		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		469		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3607		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		468		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		466		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		463		国立大学法人九州大学共同研究費（前渡金）　　BG0263		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		463		国立大学法人九州大学技術契約・委託研究費前払　3138		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		463		国立大学法人九州大学技術契約・委託研究費前払　　3138		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		463		国立大学法人九州大学技術契約・委託研究費前払　　3138		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		463		国立大学法人　横浜市立大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		463		公立大学法人横浜市立大学共同研究費（前渡金）　　BG-0265		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		461		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3504		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		457		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		456		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		456		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　海岸様　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		454		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		453		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.   開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		452		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3403		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		449		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7A906435A1606		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		446		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		444		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201805		443		株式会社島津アクセス　東京総務部共同研究費　　7M706335C1803		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		440		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　井上氏　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		440		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709042		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		436		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		432		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		429		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156B		201811		428		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		427		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(資産性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		425		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0145		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		420		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（購入費）国内　　3470		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		420		SSL   委託研究費　RDCGC-161208		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		408		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0371		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		401		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		400		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　703005		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		400		島津エンジニアリング（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		398		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201701		394		つくば臨床検査教育研究センター依頼分析料（研究開発）　　7L702835E1605		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201806		389		国立大学法人九州大学共同研究費（前渡金）　　7L905535E1710		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		386		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		380		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3403		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		380		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		375		株式会社ＤＴＳ　ＷＥＳＴ市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		368		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201604		368		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905035C1602		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		367		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3503		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		364		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		363		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　UV-1800後継機のIoT/M2M対応およびネットワーク接続キットの開発 IoT機能の開発5月　島津エス・ディー株式会社　EA-1		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		362		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		360		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		360		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		358		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0066		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201707		357		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905735C1704		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201707		357		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905835C1707		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		354		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0097		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		350		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		349		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		344		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1032		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		344		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		343		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		339		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		339		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		338		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		336		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1067		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		333		国立大学法人　大阪大学技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		333		国立大学法人大阪大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		333		国立大学法人　大阪大学技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		332		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1041		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		328		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1041		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		326		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		321		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「小型MALDI-DITMSの開発」のソフトウェア開発委託 第10回-2回目　島津エス・ディー株式会社　EA-1133		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201704		321		パーソルテクノロジースタッフ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905635C1703		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201803		320		製番訂正		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201806		320		前渡し金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201807		320		製番訂正		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		320		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		318		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　PESI-MS治験用PCソフトウェアの開発　島津エス・ディー株式会社　EA-1112		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		317		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		316		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201605		314		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905035C1602		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		310		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　709041		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		305		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「小型MALDI-DITMSの開発｣のソフトウェア開発委託 第11回(3/22〜3/29分)　島津エス・ディー株式会社　EA-1148		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		302		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		300		大阪大学　蛋白質研究所　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		300		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　ミカサ商事株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		300		国立大学法人大阪大学共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		300		中国RDC 開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		300		大阪大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		300		大阪大学　蛋白質研究所委託研究費　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		300		島津エンジニアリング（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201709		300		学校法人東邦大学　医学部共同研究費（前渡金）　　7L905135E1708		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		298		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　IMAGEREVEAL MSの開発　島津エス・ディー株式会社　EA-1119		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		292		ミカサ商事（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		290		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0317		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		290		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		288		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		288		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　仁枝　島津エス・ディー株式会社　ED157013		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201612		285		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905335C1608		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		281		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		280		ＳＣＳＫ株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　BG0091		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		280		SEG　委託研究費　No.19147		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		270		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		270		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		264		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　杉原ｓ　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		260		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		257		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		254		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　「小型MALDI・DITMSの開発」のソフトウエア開発委託 第12回　島津エス・ディー株式会社　EA-1156		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		250		株式会社iPSﾎﾟｰﾀﾙ　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		250		株式会社ｉＰＳポータルその他　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		250		富士ソフト株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1053		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		250		ミカサ商事（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		248		島津エス・ディー　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		248		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		245		SSL   開発委託費　RDCGC-160608		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		240		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　LabSolutions Balance ManKind Pharma向け対応　島津エス・ディー株式会社　EA-1135		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		239		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201705		237		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		223		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		216		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　LC-0311		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		215		SAP　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		215		SAP  開発委託費 INV-082/Y/17		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		214		SEG　委託研究費　1040455418		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		213		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3503		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201605		209		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905135C1604		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201901		200		国立大学法人　東北大学共同研究費（前渡金）　　7L905435E1710		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201703		200		国立大学東北大学共同研究費（前渡金）　　7L903735E1610		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		196		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　3279		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		192		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3320		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		191		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201707		191		東京都立産業技術研究センター依頼分析料（研究開発）　　7S744435C1502		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		177		（株）島津アクセス　技術・販売支援代		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		167		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-1026		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		166		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		164		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		158		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		158		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		152		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		152		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　LC-0023		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		150		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		145		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		144		SEG　開発委託費　No.19173		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		124		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		124		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		120		ミカサ商事（株）ソフト開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		120		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0134		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		120		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　ミカサ商事株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		120		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　ミカサ商事株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		117		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　PESI-MS 治験対応開発 判定処理変更　島津エス・ディー株式会社　EA-1112		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		112		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3432		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		98		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0153		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		96		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0010		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		93		国立研究開発法人　国立がん研究センター共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		93		国立がん研共同研究費（前渡金）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		93		国立研究開発法人国立がん研究センター共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		93		国立研究開発法人国立がん研究センター共同研究費（前渡金）　　EA-0134		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		88		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		80		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		74		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0093		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201608		71		テンプスタッフ・テクノロジー（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　7M905335C1608		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		60		52 試験研究費　市販目的ソフト(委託・購入・改良強化)前払 0529　島津エス・ディー株式会社　EA-1112		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		54		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201606		53		国立大学京都大学共同研究費（前渡金）　　7L902935E1606		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201705		53		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		53		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　SP-0022		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		49		SEG　開発委託費　No.19218		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		47		SEG　海外委託研究費　No.19176		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		43		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		39		株式会社島津アクセス　東京総務部市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		39		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		34		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		32		52 試験研究費　開発委託金(前渡金)　0529　井上氏　島津エス・ディー株式会社		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		30		SEG 委託研究費　No.20017		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		30		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		27		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		23		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　EA-0153		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		6		国立研究開発法人産業技術総合研究所共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-39		（株）島津アクセス　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201705		-53		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-54		支払手続3月分(PM2002)の修正		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-93		国立がん研共同研究費（前渡金）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-93		国立研究開発法人　国立がん研究センター共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-100		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-124		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-152		島津エス・ディー株式会社　市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-164		（株）島津アクセス　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-166		株式会社島津アクセス東京総務部　市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-177		（株）島津アクセス　技術・販売支援代		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201709		-191		7S7444費目振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		-196		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　3279		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-215		SAP　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-248		島津エス・ディー　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		-250		株式会社iPSﾎﾟｰﾀﾙ　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-300		大阪大学　蛋白質研究所　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-300		中国RDC 開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-300		大阪大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-300		島津エンジニアリング（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-302		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201807		-320		製番訂正		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201806		-320		前渡し金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		-333		国立大学法人大阪大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		-333		国立大学法人　大阪大学技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-339		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		-400		費目訂正		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-427		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(資産性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201805		-443		島津アクセスへの支払い		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-463		国立大学法人　横浜市立大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		-463		国立大学法人九州大学技術契約・委託研究費前払　　3138		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		-463		国立大学法人九州大学技術契約・委託研究費前払　3138		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-495		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-500		地方独立行政法人　大阪健康安全基盤研究所共同研究費（前渡金）　　BG0141		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		-500		709046→70S046		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-500		日本大学生産工学部　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-509		国立大学法人　信州大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-512		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-556		国立研究開発法人　産業技術総合研究所共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201709		-578		7S7444費目振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201709		-578		7S7444費目振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201709		-645		7S7444費目振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-700		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		-700		ＳＳＬ開発委託費（資産性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-705		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-726		島津エス・ディー㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		-730		SSI ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-741		学校法人　都筑第一学園（東京薬科大学）　共同研究開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-744		SUM 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-784		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-789		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費　3540		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		-800		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		-856		大阪大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-856		国立大学法人大阪大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-856		大阪大学　技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-870		仕訳訂正（PM0307慈恵大学）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-877		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-884		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(経費性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-926		広島大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-926		公立大学法人　横浜市立大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201811		-926		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-926		大分大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-926		公立大学法人横浜市立大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201703		-926		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-926		九州大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155A		201708		-927		7M9056→7MS056		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-944		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		-1,000		70S050→709050		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-1,000		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-1,000		㈱島津アクセス　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-1,019		国立大学法人　東京大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-1,019		国立大学法人　東北大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		-1,019		国立大学法人　筑波大学　委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-1,019		国立大学法人　東京大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-1,019		国立大学法人　東北大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201709		-1,019		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-1,019		国立大学法人東京大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201703		-1,045		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		-1,100		国立大学法人東京大学共同研究費（前渡金）　EA-0246		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-1,100		（株）島津アクセス　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		-1,104		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201803		-1,111		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-1,111		国立大学法人熊本大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-1,136		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201805		-1,157		7M9055→7MS055		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201711		-1,180		7M9057→7MS057		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		-1,195		Chromaleont S.r.l. 開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-1,200		株式会社Ｔ－ＬＡＢ．依頼分析料（研究開発）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-1,200		株式会社T-LAB. 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-1,200		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-1,200		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-1,204		【透_A007】国立成育医療研究センター共同研究費（前渡金）　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-1,204		日本赤十字医療センター　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-1,248		島津エス・ディー　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		-1,248		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-1,248		SSL 開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-1,294		SSI 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201611		-1,345		PM0224　科目修正		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-1,345		学校法人　慈恵大学委託研究費　　		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-1,365		島津エンジニアリング㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-1,380		日本システム技術　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		-1,395		国立研究開発法人　産業技術総合研究所　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-1,450		DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		-1,450		島津エス・ディー株式会社（委託費）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		-1,500		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201609		-1,528		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-1,536		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-1,580		中国RDC 開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-1,600		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-1,600		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-1,600		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		-1,640		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-1,697		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-1,852		名古屋大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-1,852		東京医科歯科大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-1,852		国立大学法人　名古屋大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-1,866		SCSK　ソフト委託費（経費性ソフト）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201806		-1,893		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-1,899		国立大学法人東北大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-1,999		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		-2,022		SSL中国開発センタ　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-2,051		学校法人　東京慈恵会医科大学　委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-2,055		中国RDC 開発委託費（経費性ｿﾌﾄ）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-2,075		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-2,079		ＳＣＳＫ（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-2,116		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-2,142		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-2,144		SCSK（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-2,157		島津エス・ディー㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-2,158		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-2,167		大阪大学　共同研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-2,205		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		-2,247		SSL開発委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-2,250		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		-2,252		国立大学法人　東京医科歯科大学技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201711		-2,300		7M9054→7M7054		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-2,315		金沢大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		-2,315		709046→702046		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-2,351		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201604		-2,358		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201702		-2,365		7M9051→7MS051		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-2,388		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201701		-2,389		7M9053→7M1053		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-2,400		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201709		-2,437		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-2,483		SSL　開発委託費（資産性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-2,500		株式会社ｱｲ･ｴﾙ･ｼｰ　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		-2,500		709240→70S240		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-2,515		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		-2,637		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-2,664		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(資産性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201810		-2,778		国立大学法人九州大学その他　　7L907535E1910		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201812		-2,778		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-2,778		国立大学法人　名古屋大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201803		-2,780		前渡し金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-2,852		国立大学法人　名古屋大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201708		-2,859		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-2,950		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費(FW)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-2,959		SSL 開発委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-2,963		学校法人　慶應義塾大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-2,996		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-3,000		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-3,000		国立研究開発法人　産業技術総合研究所　契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-3,000		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-3,000		国立研究開発法人産業技術総合研究所　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		-3,000		学校法人名城大学技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-3,029		SSL開発委託費（経費性ソフト）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-3,030		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-3,056		国立大学法人　東京大学　共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052C共同研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-3,056		国立大学法人岩手大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-3,080		島津エス・ディー株式会社市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3651		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		-3,086		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-3,143		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201802		-3,200		7M9060→7MS060		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		156A		201808		-3,200		7M9062→7MS062		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-3,200		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-3,200		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-3,240		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		-3,310		国立大学法人　名古屋大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-3,330		ＳＳＩ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		-3,375		島津エス・ディー株式会社　ｿﾌﾄ委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-3,392		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-3,500		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-3,500		独立行政法人　自動車技術総合機構技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-3,500		独立行政法人　自動車技術総合機構技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-3,553		Chromaleont 開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-3,553		Chromaleont社　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201608		-3,565		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-3,594		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-3,600		（株）総合システムサービス　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		-3,600		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-3,665		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-3,693		SEG 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		-3,700		709048→701048		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-3,700		島津ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		-3,819		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-3,850		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201808		-3,860		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-3,918		SSL 開発委託費（経費性ｿﾌﾄ）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201610		-3,951		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201906		-3,981		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-4,000		株式会社アイ・エル・シー市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-4,000		島津ｴｽ･ﾃﾞｨ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-4,000		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-4,000		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-4,000		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-4,109		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-4,210		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-4,264		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-4,279		SSI 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		-4,322		SSL 開発委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-4,335		Spellman HV Electronics Ltd 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-4,355		SSI　開発委託費　50516		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-4,380		SCSK㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-4,382		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		-4,450		富士ソフト株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201712		-4,500		7S9444→7S7444		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-4,540		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201609		-4,549		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-4,600		株式会社SBX ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		157A		201905		-4,630		前渡金振替		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-4,630		九州大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-4,630		国立がん研究センター　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-4,676		SCSK㈱ ソフト委託費(資産性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-4,792		SCSK（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		-4,800		709050→70S050		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-4,800		㈱DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-4,838		ミカサ商事（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-4,840		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-4,845		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-4,860		㈱iPSﾎﾟｰﾀﾙ　技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-4,975		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-4,997		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費(PCSW)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-5,000		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		-5,000		709040→70S040		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-5,074		SSL 委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201711		-5,093		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201901		-5,093		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201810		-5,093		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-5,100		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154B		201611		-5,108		7M9050→7MS050		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-5,184		52 試験研究費　研究分担金(前渡金)　0529　Labsol UV-Vis　株式会社DTS WEST　SP-0170		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-5,292		SSL 開発委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-5,372		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-5,400		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		-5,405		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-5,513		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-5,540		Chromaleont(ﾒｯｼｰﾅ大学) 共同研究・委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-5,600		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-5,760		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		-5,782		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201706		-5,800		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-5,840		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		-5,950		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-5,961		SSIイノベーションセンター　開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201612		-5,989		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-6,050		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-6,080		PRO TEC ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-6,120		SSL　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		-6,180		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-6,349		SCSK㈱ ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201710		-6,366		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-6,400		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-6,450		ダイトロン㈱技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-6,554		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-6,560		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-6,659		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		-6,700		SSI 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-6,720		株式会社　コア　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155B		201712		-6,800		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-6,841		SSL 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-6,939		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-7,000		富士ソフト　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-7,019		SEG　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-7,155		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-7,275		㈱DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-7,410		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-7,505		SCSK ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-7,548		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-7,628		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-7,723		中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(FW分)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-7,740		SSI 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-7,768		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-7,950		株式会社ｉＰＳポータル技術契約・委託研究費前払　　		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-7,976		SAP SDC 開発委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		-8,000		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		-8,000		709052→70S052		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-8,000		（株）DTS WEST　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-8,100		株式会社DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201805		-8,304		前渡し金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		-8,336		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-8,540		島津ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-8,592		ＳＣＳＫ（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-8,800		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-8,800		（株）ＤＴＳ　ＷＥＳＴ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-9,000		株式会社　アイ・エル・シー　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-9,038		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-9,116		中国RDC 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-9,172		Virginia Commonwealth University 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-9,259		国立研究開発法人　理化学研究所　共同研究開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-9,286		SCSK ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-9,583		国立大学法人山梨大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-10,138		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-10,172		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-10,275		株式会社　DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-10,300		株式会社iPSポータル技術契約・委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-10,404		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-10,497		SCSK㈱ ソフト委託費(経費ソフト)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-10,500		SSI 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-10,550		富士通　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-10,730		島津ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-10,939		SSL中国開発ｾﾝﾀ　委託開発費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-11,111		神戸大学共同研究費（前渡金）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-11,111		国立大学法人　神戸大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-11,112		SEG 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201810		-11,158		ﾜｼﾝﾄﾝ大学　委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-11,282		University of Washington　業務委託料		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-11,295		University of Washington　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-11,300		日本電気（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-11,315		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-11,362		ＳＳＩ 開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-11,362		Bio Analytical Technologies ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-11,619		SAP 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		-11,624		SSI 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-11,628		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-11,713		国立大学法人　山梨大学共同研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-11,713		国立大学法人　山梨大学　共同研究費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-12,196		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-12,310		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-12,332		中国RDC 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-12,420		ＳＳＬ開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-12,500		ＳＳＬ　開発委託費（資産性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-12,500		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		-12,533		島津エス・ディー株式会社　ｿﾌﾄ委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-12,537		中国RDC 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-12,537		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-12,572		SSI 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-12,775		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-12,972		SSI開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		-13,000		ＳＳＩ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-13,010		SSL開発委託費（経費性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-13,033		SEG　ソフトウェア開発費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-13,060		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(経費性ｿﾌﾄ)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-13,078		SCSK株式会社　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-13,300		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-13,317		SCSK㈱ ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		-13,362		709043→70S043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-13,525		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-13,615		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		-13,868		709045→702045		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-13,935		ＳＳＬ開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201604		-13,966		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-13,980		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201607		-14,150		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-14,453		SSI 開発委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-14,840		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-14,846		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-14,900		中国RDC 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-14,957		SAP ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-15,000		株式会社iPSﾎﾟｰﾀﾙ技術契約・委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-15,488		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-15,545		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-15,590		島津エス・ディー（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		-15,600		株式会社DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-15,843		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		-15,972		国立大学法人山梨大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-16,000		（株）ＭＣＢＩ　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-16,200		株式会社アイ・エル・シー　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-16,545		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-16,662		SSL 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-16,672		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154B		201703		-16,760		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201805		-17,111		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		155A		201705		-17,111		前渡金振替		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201812		-17,580		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-18,084		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-18,519		国立大学法人東京大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-18,566		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-19,000		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		-19,030		709041→70S04１		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201903		-19,780		島津エス・ディー株式会社　ｿﾌﾄ委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201704		-20,000		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-20,025		SSI 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-20,029		SSL　開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-20,100		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		-20,200		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156B		201903		-20,389		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-20,443		SCSK　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-20,590		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		154A		201607		-20,790		7M9046→7MS046		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-21,076		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-21,123		MSO　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-21,800		SSL 開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-22,222		国立大学法人神戸大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201804		-22,417		株式会社MCBI 研究開発委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-22,500		（株）島津ビジネスシステムズ　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201701		-22,643		（株）ＭＣＢＩ　技術契約・委託研究費前払		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-22,783		SEG　ソフト委託費（資産性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-23,214		Bio　Analytical　Technologies ソフト開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-24,359		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-24,614		BAT社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-24,870		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201807		-24,944		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-25,082		SSL 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-25,091		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-25,792		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-25,800		株式会社DTS WESTソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-26,073		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-26,671		中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(HW分)		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-27,069		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		-28,293		SAP　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-28,654		SCSK株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-29,453		SHIMADZU (CHINA) CO.,LTD.　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-30,210		島津エス・ディー　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201610		-30,250		富士通（株）市場販売目的ソフト（委託費）前払・国内　　3405		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-30,956		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-31,926		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-31,928		中国RDC 開発委託費（経費性ｿﾌﾄ）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-32,292		SSL　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201803		-32,407		学校法人慶応義塾大学　委託研究費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-32,407		学校法人慶應義塾大学　委託研究費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-32,586		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-34,563		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201607		-35,245		ＳＳＬ　開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3552		ＮＤＩ技術製(EBS)		155B		201712		-36,510		7S9444→7SS444		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-36,923		島津エス・ディー㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-37,309		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		-38,128		日本電気（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-39,179		島津エス・ディー㈱ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-39,183		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201606		-39,447		前渡金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-39,701		SCSK　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-39,843		島津エス・ディー㈱　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-40,126		SSL 開発委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201706		-41,003		SSL開発委託費（経費性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		156A		201804		-41,415		前渡金振替		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3556		分析GADC製(EBS)		154A		201604		-43,778		前渡し金振替		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-43,980		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-44,188		SCSK　ソフト委託費（経費性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-44,256		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201709		-44,315		SSL 開発委託費（経費性）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201802		-44,639		株式会社MCBI 共同研究・開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-45,818		島津エス・ディー株式会社（ソフト委託費）		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-46,520		DTS WEST ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-47,625		MSO　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201608		-48,903		Bio Analytical Technologies　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-49,527		ＳＳＬ　開発委託費（経費性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-50,343		SSL中国開発ｾﾝﾀ　開発委託費(経費性)		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-51,367		SSL 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-52,932		SEG　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-53,153		富士通（株）　ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-53,276		島津ｴｽ･ﾃﾞｨｰ株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201703		-54,055		ＳＥＧソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-55,330		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155A		201708		-59,619		SEG ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201604		-62,435		ＳＳＬ開発委託費（経費性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-63,567		中国RDC 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-64,735		SEG　ソフト開発費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-69,662		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-71,585		DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-73,428		富士ソフト　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-78,298		SEG ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-79,487		DTS WEST　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156B		201811		-80,174		中国RDC 開発委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-95,587		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201805		-100,239		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		-104,200		709043→70S043		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-104,413		株式会社　MCBI 委託研究費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201906		-107,195		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-110,228		島津エス・ディー株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-112,958		SSL　開発委託費（経費性）		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-113,140		ｱｲ・ｴﾙ・ｼｰ　ソフト委託費		製造直接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-127,130		島津エス・ディー（株）ソフトウェア開発委託費		製造直接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-164,900		富士通ﾋﾞｰ･ｴｽ･ｼｰ　ソフト委託費		製造直接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-201,761		SCSK株式会社　ソフト委託費（経費性）		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0529開発委託費(前渡金)		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-217,838		富士通株式会社　ソフト委託費		製造直接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		300,133		04-JUN-2019 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		226,392		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		218,457		04-DEC-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		217,838		02-OCT-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		123,271		02-APR-2019 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		114,840		04-JUN-2019 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		114,328		02-OCT-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		112,958		06-JAN-2017 00:00:00 35A FID式ｵﾝﾗｲﾝVOC計Phase①の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		111,979		04-JUN-2018 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		111,950		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		104,413		02-OCT-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		102,788		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		90,375		08-MAY-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		88,818		08-MAY-2019 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		86,201		02-SEP-2016 00:00:00 35A LCMSﾚﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ委託開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		84,444		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		80,174		04-DEC-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		75,590		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		72,077		04-APR-2017 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		71,436		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		65,969		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		63,567		04-DEC-2018 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		62,435		06-MAY-2016 00:00:00 35A 中国市場向けｾﾐ分取ｼｽﾃﾑの開発(第Ⅲ期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		54,519		02-OCT-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		52,538		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		51,367		03-JUL-2018 00:00:00 35A FID式VOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		50,343		04-JUN-2019 00:00:00 35A 19ｲﾝﾁVOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		49,527		04-OCT-2016 00:00:00 35A 燃焼排ｶﾞｽ中PM2.5の測定技術確立のための共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		46,516		02-OCT-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		44,639		02-MAR-2018 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		44,315		03-OCT-2017 00:00:00 35A 中国中級GC市場向けｷｬﾋﾟﾗﾘ専用GC装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		44,188		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		42,835		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		41,003		04-JUL-2017 00:00:00 35A 超ｸﾘｰﾝ排出規制対応排ｶﾞｽ分析計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		40,126		04-DEC-2017 00:00:00 35A 19ｲﾝﾁﾗｯｸ型GCの調査･要素研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		39,843		02-NOV-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		39,756		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		39,672		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		39,571		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		39,179		02-AUG-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		38,857		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		38,128		02-SEP-2016 00:00:00 35A LabTotal LC M2M ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		37,859		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		37,309		02-MAR-2018 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		36,923		02-AUG-2017 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		36,231		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		36,034		プロジェクト番号:7H261735A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		35,245		02-AUG-2016 00:00:00 35A GC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		34,863		02-MAR-2017 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		33,710		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		33,612		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		33,129		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		32,407		03-APR-2018 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		32,370		06-JAN-2017 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		32,292		02-MAR-2017 00:00:00 35A 中国市場向けHPLCｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-16改良ﾓﾃﾞﾙ(CTO-16L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		31,928		04-DEC-2018 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		31,926		04-FEB-2019 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		30,906		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		29,453		04-APR-2017 00:00:00 35A 改正中国RoHS対応の調査ならびに実現性検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		29,394		02-AUG-2018 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		29,334		02-OCT-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		28,199		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions 電子ﾗｲｾﾝｽ認証ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		27,940		04-JUN-2018 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		27,859		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		27,821		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		27,498		プロジェクト番号:7BS17935A1502		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		26,737		02-FEB-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		26,671		04-FEB-2019 00:00:00 35A Flash Xeﾗﾝﾌﾟ搭載の分光光度計のための基礎検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		25,792		02-MAR-2018 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		25,082		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新型ｵﾝﾗｲﾝTP計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		24,868		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutions Balanceの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		23,748		07-MAY-2018 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		22,993		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		22,417		07-MAY-2018 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		22,058		プロジェクト番号:7H263635A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		21,800		04-MAR-2019 00:00:00 35A GC改正中国RoHS対応（開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		21,076		04-OCT-2016 00:00:00 35A UVｼﾘｰｽﾞの売上増のためのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		21,045		02-APR-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		21,044		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		20,463		02-FEB-2017 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		20,134		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		20,100		04-FEB-2019 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		20,029		03-APR-2018 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		20,025		04-FEB-2019 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		20,000		08-MAY-2017 00:00:00 35A CTO-16Lの生産立ち上げ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		19,945		04-MAR-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		19,917		プロジェクト番号:7L217135A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		19,780		02-APR-2019 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		18,918		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		18,778		プロジェクト番号:7H264735A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		18,592		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMS DB/CS版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		18,519		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		18,466		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		17,824		プロジェクト番号:7H263235A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		17,789		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのAOC-5000/6000対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		17,483		03-OCT-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		16,771		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		16,760		プロジェクト番号:7DS19835A1310		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		16,662		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC改正中国RoHS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		16,652		04-FEB-2019 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		16,545		02-JUN-2016 00:00:00 35A UV-1280用ｵﾌﾟｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		16,489		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		16,141		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		16,000		02-JUN-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(1/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		15,799		プロジェクト番号:7H261335A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		15,600		04-JUL-2017 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		15,488		04-DEC-2017 00:00:00 35A 大気用TVOC計国家標準制定のための調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		15,000		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		14,932		04-DEC-2018 00:00:00 35A 低価格ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		14,597		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		14,450		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		14,334		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		14,137		プロジェクト番号:7Y206335A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		13,935		04-APR-2017 00:00:00 35A 環境市場におけるｽﾍﾟｸﾄﾛ製品の調査ならびに商品企画		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		13,868		03-OCT-2017 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		13,760		06-JAN-2017 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13,615		02-NOV-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		13,465		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		13,451		02-OCT-2018 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		13,121		プロジェクト番号:7Y206735A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		13,080		プロジェクト番号:7H262835A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		13,060		04-JUN-2019 00:00:00 35A 19ｲﾝﾁVOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13,029		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13,010		02-NOV-2017 00:00:00 35A 中国市場向け土壌分析診断ﾃﾞﾓ装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13,000		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		13,000		02-SEP-2016 00:00:00 35A SCLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		12,972		02-AUG-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		12,783		02-AUG-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12,775		02-MAR-2018 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		12,623		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		12,572		04-MAR-2019 00:00:00 35A 微量水分測定ｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ取得及び拡販		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		12,537		04-DEC-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝTN計の市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12,537		02-MAR-2018 00:00:00 35A FID式ｵﾝﾗｲﾝVOC計BTX測定市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		12,533		02-APR-2019 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		12,498		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		12,487		04-APR-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ大気中VOC成分分析の市場調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		12,427		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		12,426		02-APR-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		12,393		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2015年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12,332		02-MAR-2018 00:00:00 35A GC改正中国RoHS対応の調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		12,310		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC改正中国RoHS対応の調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12,200		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		12,196		04-DEC-2017 00:00:00 35A 中国第13次五カ年計画におけるGC関連規制動向調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		12,163		プロジェクト番号:7LS15535A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		12,077		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		11,778		プロジェクト番号:7HS61835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		11,624		02-APR-2019 00:00:00 35A 新しいｿﾌﾄｲｵﾝ化法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11,619		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		11,577		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		11,381		02-APR-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		11,378		02-MAR-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		11,362		04-APR-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		11,322		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11,315		04-FEB-2019 00:00:00 35A 水質ｵﾝﾗｲﾝ計用新型８ﾎﾟｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		11,243		プロジェクト番号:7Y205335A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		11,221		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		11,158		02-NOV-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		11,121		プロジェクト番号:7AS03135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		11,102		04-DEC-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		11,079		プロジェクト番号:7HS63635A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11,078		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		11,049		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		10,939		04-FEB-2019 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ溶出試験用　溶出試験機の開発(OEM) (開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		10,930		02-JUL-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		10,597		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		10,500		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		10,463		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		10,403		02-MAR-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		10,364		02-AUG-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		10,326		プロジェクト番号:7B219635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		10,301		プロジェクト番号:7L219535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		10,300		02-AUG-2017 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		10,258		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		10,200		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		10,179		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		10,138		04-DEC-2017 00:00:00 35A システムGC改正中国RoHS対応の調査（開発委託先：SSL中国開発センタ）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		10,135		04-OCT-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		10,044		02-JUN-2016 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		10,037		06-JAN-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		9,905		04-SEP-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		9,872		04-JUN-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		9,859		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		9,849		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		9,823		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		9,762		02-APR-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		9,760		02-JUL-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		9,695		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		9,694		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		9,686		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		9,595		02-NOV-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		9,508		07-MAY-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		9,396		プロジェクト番号:7A206635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		9,395		07-MAY-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		9,348		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		9,324		09-JAN-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		9,259		03-APR-2018 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		9,255		プロジェクト番号:7A207135A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		9,217		03-OCT-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		9,207		02-APR-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		9,148		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		9,116		02-MAR-2018 00:00:00 35A 改正中国RoHS対応の調査ならびに実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		9,106		03-OCT-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		9,050		05-JUL-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		9,019		02-SEP-2016 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		9,017		02-OCT-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		8,995		プロジェクト番号:7LS16735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		8,980		08-MAY-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		8,963		06-JAN-2017 00:00:00 35A ILab Taurus RoHS対応及びH/W改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		8,837		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8,800		02-MAR-2018 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		8,800		02-MAR-2017 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		8,790		06-MAY-2016 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		8,772		02-NOV-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		8,703		プロジェクト番号:7H263735A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		8,699		09-JAN-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		8,511		04-JUL-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		8,504		02-NOV-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		8,473		02-FEB-2017 00:00:00 35A 要素開発 細胞培養支援装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		8,467		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		8,456		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		8,451		04-SEP-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8,434		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		8,415		06-MAY-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		8,406		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		8,398		04-APR-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		8,396		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		8,378		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		8,374		02-AUG-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		8,362		02-AUG-2016 00:00:00 35A 合成抗菌剤/ﾏｲｺﾄｷｼﾝのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析用i-Series専用ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		8,336		08-JAN-2019 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		8,312		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		8,265		02-JUL-2019 00:00:00 35A L業種　韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		8,241		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		8,194		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		8,180		04-MAR-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		8,141		02-APR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		8,100		02-FEB-2018 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		8,044		04-APR-2017 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		8,042		04-FEB-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		8,018		08-MAY-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		8,005		04-JUN-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		8,000		02-AUG-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		8,000		02-JUN-2016 00:00:00 35A Chromeleon7.2対応島津LCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		7,974		03-APR-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		7,964		07-MAY-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		7,933		プロジェクト番号:7LS20635A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		7,905		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		7,861		04-SEP-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		7,790		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		7,779		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		7,740		03-APR-2018 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		7,732		02-JUL-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		7,730		08-JAN-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		7,728		04-DEC-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		7,723		04-FEB-2019 00:00:00 35A Flash Xeﾗﾝﾌﾟ搭載の分光光度計のための基礎検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		7,667		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		7,665		04-APR-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		7,659		04-SEP-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		7,618		03-JUL-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		7,616		08-MAY-2019 00:00:00 35A B業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		7,611		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		7,583		04-APR-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		7,579		04-APR-2017 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		7,564		プロジェクト番号:7Y207735A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		7,542		05-JUL-2016 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		7,501		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		7,492		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		7,468		02-JUL-2019 00:00:00 44A I1_I業種の韓国EMC規制対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		7,410		04-JUN-2019 00:00:00 35A ｼｽﾃﾑGC改正中国RoHS対応（開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		7,410		04-JUN-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		7,398		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		7,394		02-AUG-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		7,387		04-JUL-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		7,299		02-AUG-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		7,226		03-OCT-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		7,207		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		7,142		04-SEP-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		7,109		02-NOV-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		7,099		02-JUN-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		7,091		06-JAN-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		7,085		02-JUN-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		7,028		06-MAY-2016 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(2/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		7,019		02-MAR-2017 00:00:00 35A 免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		6,975		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		6,949		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		6,935		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		6,932		02-DEC-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		6,924		02-FEB-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		6,921		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		6,919		04-SEP-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		6,909		03-OCT-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		6,877		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		6,864		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6,861		03-APR-2018 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		6,841		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC-ICPMSの元素OMICSへの応用(ﾒｿｯﾄﾞの開発)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		6,833		04-MAR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-30AD後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		6,723		プロジェクト番号:7A205335A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		6,711		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		6,655		04-MAR-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		6,578		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		6,554		05-JUL-2016 00:00:00 35A 新興国市場向けAA-6880シリーズ英語版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6,549		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		6,548		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		6,528		プロジェクト番号:7QS04535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		6,516		08-MAY-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		6,483		03-APR-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		6,470		02-FEB-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		6,461		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		6,450		02-AUG-2017 00:00:00 35A 要素開発 RF用Xeﾗﾝﾌﾟ電源製造中止対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		6,440		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		6,394		02-OCT-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		6,380		プロジェクト番号:7L221135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		6,371		08-JAN-2019 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		6,352		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		6,341		02-FEB-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		6,265		04-DEC-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		6,233		02-APR-2019 00:00:00 35A MS業種韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		6,224		08-MAY-2019 00:00:00 35A L業種　韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		6,200		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		6,193		02-NOV-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		6,155		08-JAN-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		6,149		05-JUL-2016 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		6,111		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		6,101		05-JUL-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		6,100		05-JUL-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		6,051		04-SEP-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6,048		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		6,041		04-DEC-2017 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6,038		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		6,018		02-MAR-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		5,987		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5,964		04-SEP-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		5,963		02-APR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5,961		04-MAR-2019 00:00:00 35A ASTM標準化に向けたPCB/農薬分析用GC-MS/MSﾒｿｯﾄﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		5,955		04-DEC-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5,953		02-NOV-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		5,951		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5,950		03-OCT-2017 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌの市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		5,931		プロジェクト番号:7BS17735A1502		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,907		プロジェクト番号:7B217135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,902		04-OCT-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,902		04-OCT-2016 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5,892		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		5,869		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabTotal LC M2M ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		5,855		02-NOV-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,845		04-FEB-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5,804		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5,782		プロジェクト番号:7L223935A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5,782		04-MAR-2019 00:00:00 35A AI技術を用いたAQbD対応型LCﾒｿｯﾄﾞ開発ｿﾌﾄｳｪｱの開発(要素開発)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,778		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		5,775		02-APR-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		5,766		04-DEC-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5,760		02-JUL-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		5,740		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5,728		02-JUL-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		5,723		08-MAY-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		5,718		04-DEC-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5,716		04-SEP-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,684		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,675		プロジェクト番号:7YS05535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		5,670		07-MAY-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		5,657		02-DEC-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5,657		06-JAN-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		5,645		03-APR-2018 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		5,599		02-AUG-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		5,597		04-JUN-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5,577		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,574		04-OCT-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5,554		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		5,523		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,518		09-JAN-2018 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5,511		04-APR-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		5,510		02-FEB-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5,500		02-NOV-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		5,491		02-APR-2019 00:00:00 35A GC及びTA機種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5,481		04-SEP-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5,434		02-OCT-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5,431		04-SEP-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5,422		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		5,418		04-FEB-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		5,411		04-DEC-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5,398		04-MAR-2019 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,396		03-JUL-2018 00:00:00 35A HS-20ｼﾘｰｽﾞのUL/CSA認証対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5,393		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5,390		02-NOV-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		5,382		06-JAN-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		5,375		04-JUL-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		5,372		02-NOV-2017 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5,350		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		5,332		02-FEB-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		5,300		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		5,292		08-MAY-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化-MSを用いた食品残留農薬迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発の予備検討2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		5,278		プロジェクト番号:7AS05235A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		5,276		02-FEB-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		5,276		02-DEC-2016 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		5,273		02-SEP-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		5,261		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5,249		04-FEB-2019 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		5,233		03-APR-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5,233		02-OCT-2018 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,207		09-JAN-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		5,205		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		5,203		02-APR-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		5,182		プロジェクト番号:7Y207335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,157		03-JUL-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		5,155		06-MAY-2016 00:00:00 44A I7_高速度ｶﾒﾗHPV-X2のｿﾌﾄｳｪｱ開発ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5,148		04-MAR-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5,126		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5,124		03-OCT-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		5,119		04-DEC-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		5,112		02-FEB-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		5,104		プロジェクト番号:7U212135A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5,099		03-JUL-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5,086		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		5,074		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5,074		04-SEP-2017 00:00:00 35A GC-2030ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		5,066		04-DEC-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		5,064		プロジェクト番号:7H262735A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,050		09-JAN-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		5,046		02-NOV-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		5,044		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5,042		09-JAN-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		5,039		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		5,031		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		5,023		07-MAY-2018 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5,000		04-OCT-2016 00:00:00 35A 燃焼排ｶﾞｽ中PM2.5の測定技術確立のための共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		5,000		02-FEB-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症害(MDI)予防効果計測ﾀｽｸ「ｽﾏﾇ法」専用ﾂｰﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		4,993		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,985		03-APR-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,976		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4,972		02-MAR-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4,948		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4,945		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		4,934		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,914		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,904		プロジェクト番号:7B107035A1006		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		4,901		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4,888		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,887		09-JAN-2018 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,877		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4,871		プロジェクト番号:7HS64735A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,859		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,843		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,838		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4,838		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,833		02-JUL-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4,819		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		4,804		04-DEC-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		4,800		04-MAR-2019 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,800		04-SEP-2017 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,787		02-NOV-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		4,770		04-SEP-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4,759		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		4,756		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4,736		03-OCT-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,735		05-JUL-2016 00:00:00 35A LCMSﾚﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ委託開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,732		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4,726		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,716		02-FEB-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,715		03-APR-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		4,711		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,708		04-JUL-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4,706		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,689		04-SEP-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,689		03-APR-2018 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4,683		03-OCT-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4,681		02-AUG-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		4,671		04-DEC-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		4,669		02-AUG-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4,667		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,658		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4,653		02-AUG-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,640		02-AUG-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,640		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,635		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,630		02-NOV-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		4,624		02-NOV-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4,620		02-APR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-30AD後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		4,616		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,608		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		4,605		02-NOV-2018 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4,593		03-OCT-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,589		03-APR-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4,583		03-OCT-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,577		04-OCT-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		4,558		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,554		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		4,528		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,510		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4,504		02-AUG-2016 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,491		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,490		03-JUL-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,483		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4,481		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4,479		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4,474		02-APR-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,463		09-JAN-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,463		04-JUL-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		4,462		04-SEP-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,452		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		4,448		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,445		プロジェクト番号:7A206535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,445		04-OCT-2016 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4,432		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,431		02-JUL-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,430		04-SEP-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		4,421		06-MAY-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4,415		04-JUN-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4,402		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		4,390		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,389		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4,384		04-OCT-2016 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,381		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		4,379		08-MAY-2019 00:00:00 35A 新基準欧州型式承認ﾓﾃﾞﾙ　KERN社向け分析天びんABJ-NMｼﾘｰｽﾞおよび分析天びんATX-Rｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,377		05-JUL-2016 00:00:00 35A MSｿﾌﾄｳｪｱのWindows10との互換性予備調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,374		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,367		02-MAR-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,366		04-JUL-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,363		プロジェクト番号:7Y208135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,355		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4,351		06-MAY-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,349		02-NOV-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4,349		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,344		09-JAN-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,324		02-MAR-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4,318		04-DEC-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,315		09-JAN-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFのRoHS対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,305		05-JUL-2016 00:00:00 35A LIGHTNIRSの海外対応およびｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾙﾀﾞの拡充		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,304		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4,298		02-MAR-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4,296		07-MAY-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		4,285		02-SEP-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,277		04-MAR-2019 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,266		02-MAR-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,254		プロジェクト番号:7A207035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,242		02-AUG-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,235		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		4,233		04-APR-2017 00:00:00 44A I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		4,230		04-SEP-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4,226		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,211		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,210		02-JUL-2019 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,206		02-MAR-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,204		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		4,188		02-DEC-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,177		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4,174		04-JUN-2019 00:00:00 35A L業種　韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4,168		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4,165		02-APR-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		4,164		02-SEP-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,163		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4,149		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,147		04-APR-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		4,147		プロジェクト番号:7U212335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4,145		03-JUL-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4,138		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,138		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,138		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4,121		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4,107		03-OCT-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		4,100		プロジェクト番号:7H263035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,100		プロジェクト番号:7H262935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,078		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4,077		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4,077		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,073		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		4,060		02-DEC-2016 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4,049		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,040		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4,037		02-FEB-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4,033		プロジェクト番号:7B227935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,033		プロジェクト番号:7Y207235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		4,032		プロジェクト番号:7B226835A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4,030		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4,028		02-AUG-2017 00:00:00 35A TOFMS用高速極性切替高安定高圧電源のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ機開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4,025		プロジェクト番号:7L223335A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4,024		04-JUL-2017 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4,023		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		4,019		08-MAY-2019 00:00:00 44A I1_I業種の韓国EMC規制対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4,018		04-JUN-2019 00:00:00 35A B業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4,000		03-APR-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		4,000		04-MAR-2019 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4,000		05-JUL-2016 00:00:00 35A OpenLAB2対応RC.NETﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,994		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,989		プロジェクト番号:7Y206835A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		3,989		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,989		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,983		プロジェクト番号:7Y206235A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,982		04-JUN-2019 00:00:00 35A A業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,981		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,974		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,974		04-FEB-2019 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,969		04-MAR-2019 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,964		プロジェクト番号:7HS60935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,958		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,953		プロジェクト番号:7B218335A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3,951		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		3,950		02-NOV-2016 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH用ｾﾝｻﾕﾆｯﾄの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,937		04-MAR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,936		02-AUG-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,935		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,931		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,930		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新基準欧州型式承認ﾓﾃﾞﾙ　KERN社向け分析天びんABJ-NMｼﾘｰｽﾞおよび分析天びんATX-Rｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,926		プロジェクト番号:7H264335A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,926		08-MAY-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,925		02-NOV-2016 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,919		08-MAY-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,918		03-JUL-2018 00:00:00 35A FID式VOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,915		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,914		02-MAR-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,909		08-MAY-2019 00:00:00 35A GC及びTA機種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,902		04-JUN-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,902		02-DEC-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		3,893		06-MAY-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3,886		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,873		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,872		プロジェクト番号:7B223935A1701		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,872		02-DEC-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		3,866		02-JUN-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,864		02-FEB-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,859		04-SEP-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,856		02-NOV-2018 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,849		08-MAY-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,848		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,847		02-AUG-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,827		03-APR-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,826		02-NOV-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,825		04-DEC-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,821		02-FEB-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,819		02-AUG-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,813		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,810		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,798		04-MAR-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,796		プロジェクト番号:7L224635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,776		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,772		06-JAN-2017 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,769		03-JUL-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,738		04-FEB-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,736		04-MAR-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,736		03-OCT-2017 00:00:00 35A 腸管系病原菌検出試薬キットver.4の開発（時短化改良）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3,733		02-NOV-2017 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,707		03-APR-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,705		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,699		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,693		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,693		04-MAR-2019 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,692		04-SEP-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,687		04-JUN-2019 00:00:00 35A GC及びTA機種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,683		04-SEP-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,681		02-DEC-2016 00:00:00 35A 次期GCMS-QPに向けた要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		3,678		03-OCT-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,670		03-OCT-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,667		02-AUG-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,666		04-JUN-2019 00:00:00 35A MS業種韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,665		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,660		プロジェクト番号:7L225935A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,650		02-FEB-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,650		09-JAN-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,647		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,640		プロジェクト番号:7L225935A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,635		02-JUL-2019 00:00:00 35A B業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,634		07-MAY-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,632		02-NOV-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,631		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,624		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,623		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新基準欧州型式承認ﾓﾃﾞﾙ　KERN社向け分析天びんABJ-NMｼﾘｰｽﾞおよび分析天びんATX-Rｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,618		04-OCT-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,613		02-AUG-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,612		05-JUL-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置 CLAM-2000 欧米向け研究用途製品の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,612		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,610		08-MAY-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,607		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,605		03-APR-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,598		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,594		08-MAY-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,576		09-JAN-2018 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,572		03-OCT-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO SQ向け製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,562		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,561		08-MAY-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,557		04-JUN-2019 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3,553		02-JUN-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,553		04-APR-2017 00:00:00 35A Nexera UCによる食品中ｶﾛﾃﾉｲﾄﾞ分析ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの要素技術検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,553		08-MAY-2017 00:00:00 35A FFNSC香料ﾗｲﾌﾞﾗﾘのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,551		08-MAY-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,533		04-MAR-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,525		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,520		02-OCT-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,519		04-SEP-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,516		08-MAY-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,510		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,506		03-APR-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,505		02-MAR-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,500		05-JUL-2016 00:00:00 35A ｲﾝﾄﾞ向けNSA-3080A2の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,500		02-AUG-2017 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		3,499		06-MAY-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,498		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3,489		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,485		09-JAN-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,484		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,483		04-MAR-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,478		08-JAN-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		3,477		02-MAR-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,476		04-SEP-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,474		02-APR-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,473		02-FEB-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,470		02-AUG-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,464		05-JUL-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,460		03-APR-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,453		02-AUG-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,437		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,434		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,433		04-JUL-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,431		02-FEB-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,419		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,413		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,409		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,408		02-OCT-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		3,408		06-MAY-2016 00:00:00 35A 免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		3,408		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,402		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,395		04-JUL-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,393		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,389		04-OCT-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,387		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,385		03-OCT-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,371		04-OCT-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,364		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,362		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,362		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,361		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,361		04-OCT-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,359		03-OCT-2017 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		3,357		02-NOV-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,351		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,350		02-DEC-2016 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,350		04-OCT-2016 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,348		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,345		02-JUL-2019 00:00:00 35A GC及びTA機種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,345		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,330		05-JUL-2016 00:00:00 35A Nexera-i (LC-2040C/C 3D)のﾒｿｯﾄﾞﾄﾗﾝｽﾌｧｰｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,329		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,325		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,316		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,315		プロジェクト番号:7Y207135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,313		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3,313		04-FEB-2019 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3,310		02-AUG-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,310		02-OCT-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,303		08-MAY-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,301		02-NOV-2016 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		3,300		02-JUN-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,300		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,299		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,294		02-APR-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,293		02-OCT-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,292		02-NOV-2016 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,291		02-DEC-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,286		08-JAN-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,286		プロジェクト番号:7U213935A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3,279		08-MAY-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		3,267		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,266		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,265		02-AUG-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,261		02-AUG-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,260		03-OCT-2017 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,254		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,252		04-JUN-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,251		04-JUN-2018 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,251		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3,250		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,248		04-JUL-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,244		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3,243		04-DEC-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,242		02-MAR-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,242		04-JUL-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,241		02-AUG-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,238		02-FEB-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,234		08-JAN-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3,231		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3,227		02-JUN-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		3,224		06-MAY-2016 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,222		04-DEC-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,221		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,211		02-FEB-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,208		02-FEB-2017 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		3,206		04-SEP-2018 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		3,204		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,204		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,203		04-MAR-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,202		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,202		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,196		05-JUL-2016 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,195		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		3,189		02-MAR-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,186		04-OCT-2016 00:00:00 35A 免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,176		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		3,174		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,174		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,172		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,170		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,170		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,167		02-JUL-2019 00:00:00 35A A業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,165		08-JAN-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3,157		02-JUN-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3,153		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3,151		02-FEB-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3,141		02-AUG-2016 00:00:00 35A MSｿﾌﾄｳｪｱのWindows10との互換性予備調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3,141		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,137		02-APR-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,118		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,112		08-JAN-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-30AD後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,108		03-APR-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,106		02-DEC-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,105		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		3,096		08-MAY-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3,092		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,083		02-OCT-2018 00:00:00 35A TOC-L用ｿﾌﾄｳｪｱ LabSolutions CS対応 -要求仕様検討および実現性検討-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3,080		04-DEC-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,079		04-SEP-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3,079		02-OCT-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		3,073		03-JUL-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		3,068		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,068		04-APR-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		3,060		02-FEB-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		3,059		04-JUN-2019 00:00:00 44A I4_大容量電気モータ式加振機（NJ-SERVO)のCE対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,056		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,056		02-FEB-2018 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,055		02-APR-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3,049		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3,046		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,044		02-NOV-2016 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3,038		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3,032		04-JUN-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3,030		04-APR-2017 00:00:00 35A 高砂香料工業向けGC品質管理用自動判定ｿﾌﾄ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3,029		02-NOV-2017 00:00:00 35A 中国市場向け土壌分析診断ﾃﾞﾓ装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,028		04-JUL-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3,028		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3,027		02-NOV-2016 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,025		プロジェクト番号:7L226035A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3,025		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3,022		02-APR-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,019		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3,015		02-DEC-2016 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3,013		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3,010		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3,004		08-JAN-2019 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3,000		02-FEB-2018 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3,000		02-JUL-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		3,000		09-JAN-2018 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3,000		06-JAN-2017 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3,000		04-JUL-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,998		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,996		04-MAR-2019 00:00:00 35A UV-3600/SS-3700及び専用付属品RoHS対応,UV-3600及び専用付属品ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,996		08-MAY-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		2,996		03-JUL-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,992		09-JAN-2018 00:00:00 35A PPSQ-51A/53Aグラジエント対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,984		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,983		02-MAR-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,982		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,981		プロジェクト番号:7H263335A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,976		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,973		03-JUL-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,970		02-AUG-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,964		02-NOV-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,963		03-JUL-2018 00:00:00 35A MALDIによるﾚﾝｻ球菌の株識別能向上の技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,943		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,939		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,937		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,935		02-SEP-2016 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,934		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,932		06-MAY-2016 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,932		02-AUG-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,928		04-DEC-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,926		04-DEC-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,925		04-SEP-2017 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,925		04-DEC-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,925		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,921		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,913		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,908		08-MAY-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,901		02-JUL-2019 00:00:00 35A 新基準欧州型式承認ﾓﾃﾞﾙ　KERN社向け分析天びんABJ-NMｼﾘｰｽﾞおよび分析天びんATX-Rｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,895		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,894		04-FEB-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,893		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,892		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,891		04-SEP-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,888		02-AUG-2017 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,887		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,886		02-OCT-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,885		02-NOV-2016 00:00:00 35A i-Series ｶﾝﾅﾋﾞｽｱﾅﾗｲｻﾞに関するﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,885		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,885		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,883		02-MAR-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,882		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,881		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,879		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,878		プロジェクト番号:7QS05535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,877		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,873		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,867		02-FEB-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,867		02-NOV-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,865		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,864		09-JAN-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,862		04-SEP-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,862		02-AUG-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,859		02-APR-2019 00:00:00 35A 新基準欧州型式承認ﾓﾃﾞﾙ　KERN社向け分析天びんABJ-NMｼﾘｰｽﾞおよび分析天びんATX-Rｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,859		02-MAR-2017 00:00:00 35A 要素開発 細胞培養支援装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,859		プロジェクト番号:7U212235A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,857		02-NOV-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,856		06-MAY-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,853		04-MAR-2019 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,852		02-NOV-2018 00:00:00 35A 熱処理不要のﾉﾛｳｨﾙｽ検出試薬ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,844		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,843		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,836		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,834		03-APR-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,827		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,825		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,824		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,821		04-SEP-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,821		02-NOV-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,821		04-MAR-2019 00:00:00 35A LabSolutions GCMS DB/CSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,814		03-JUL-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,813		04-APR-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,811		03-APR-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,811		04-DEC-2017 00:00:00 35A PPSQ-51A/53Aグラジエント対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,809		04-DEC-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-30AD後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		2,808		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,807		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,804		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,802		02-NOV-2018 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,799		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,799		02-NOV-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,797		03-OCT-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,796		04-JUL-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,795		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,793		04-SEP-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,791		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,788		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,788		02-SEP-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,788		02-AUG-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,780		02-JUN-2016 00:00:00 35A MSｿﾌﾄｳｪｱのWindows10との互換性予備調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,778		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,778		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC/MS脂質ﾉﾝﾀｰｹﾞｯﾄ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築のための分析ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,776		プロジェクト番号:7QS04435A1602		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,769		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,764		プロジェクト番号:7Y208335A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,764		プロジェクト番号:7LS23735A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		2,760		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,757		04-APR-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,756		04-JUN-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,755		03-OCT-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,754		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,753		06-JAN-2017 00:00:00 35A 次期GCMS-QPに向けた要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,751		08-MAY-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,749		09-JAN-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,745		02-AUG-2018 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,741		02-JUL-2019 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,738		04-OCT-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		2,734		02-APR-2019 00:00:00 44A I1_I業種の韓国EMC規制対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,733		02-OCT-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,726		06-JAN-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,725		02-AUG-2018 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		2,724		05-JUL-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,719		04-MAR-2019 00:00:00 35A MS業種韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,713		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,713		02-FEB-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,708		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,703		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,703		プロジェクト番号:7L221335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,702		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,700		08-JAN-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,700		04-DEC-2017 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,698		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,693		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,691		03-APR-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,689		02-AUG-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,686		04-JUN-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,684		プロジェクト番号:7A203135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,684		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,683		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,682		02-DEC-2016 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,680		プロジェクト番号:7AS07135A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,680		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,679		09-JAN-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,678		04-SEP-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,675		02-JUL-2019 00:00:00 35A EPMA-8050G 電子銃電源の代替品の評価		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,675		02-AUG-2017 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,674		04-MAR-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,672		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,671		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,670		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,667		プロジェクト番号:7L216435A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,659		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,658		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,657		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,656		04-JUN-2019 00:00:00 35A LabSolutions GCMS DB/CSの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,649		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,648		04-APR-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,647		02-AUG-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,646		07-MAY-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,645		04-DEC-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,641		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,640		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,636		08-MAY-2019 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,633		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,631		04-JUN-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,623		02-NOV-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,619		06-JAN-2017 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		2,619		04-JUN-2019 00:00:00 44A I1_I業種の韓国EMC規制対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,618		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		2,610		02-OCT-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,605		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,598		02-MAR-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,598		04-FEB-2019 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,594		02-JUN-2016 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,592		02-OCT-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,590		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,586		06-JAN-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,584		02-APR-2019 00:00:00 35A LabSolutions GCMS DB/CSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,580		04-DEC-2018 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,573		04-DEC-2018 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,568		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,566		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,565		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,560		02-AUG-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,558		02-DEC-2016 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,558		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,555		04-DEC-2018 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,555		02-JUN-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,555		03-OCT-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,552		プロジェクト番号:7LS17535A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,550		02-MAR-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,549		02-AUG-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,547		03-JUL-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,546		04-OCT-2016 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,544		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新基準欧州型式承認ﾓﾃﾞﾙ　KERN社向け分析天びんABJ-NMｼﾘｰｽﾞおよび分析天びんATX-Rｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,544		03-OCT-2017 00:00:00 35A i-series モデルチェンジ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,541		08-MAY-2019 00:00:00 35A 眼科ぶどう膜炎などの病原体検出ｷｯﾄ(研究用)の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,537		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,531		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,529		02-AUG-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,525		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,524		02-MAR-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,523		08-MAY-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,522		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,520		09-JAN-2018 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,519		08-MAY-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,519		06-MAY-2016 00:00:00 35A 診療に関わる低分子ﾏｰｶｰおよび薬物のLC-MS/MSによる血中濃度定量法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,518		02-JUL-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,517		08-MAY-2019 00:00:00 35A LCMS-9030のUL/CSA認証対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,516		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,516		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,514		04-FEB-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-30AD後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,512		04-SEP-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,511		04-APR-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,510		03-OCT-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,509		02-JUN-2016 00:00:00 35A ｲﾝﾄﾞ向けNSA-3080A2の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		2,509		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,507		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,505		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,503		04-MAR-2019 00:00:00 35A ICPMS-2030のｶﾅﾀﾞCSA規格認証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,502		03-JUL-2018 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,500		04-OCT-2016 00:00:00 35A 日和見感染症原因ｳｨﾙｽ検出試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		2,500		03-OCT-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,500		02-SEP-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,497		04-FEB-2019 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,495		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,495		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,495		02-NOV-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,489		04-SEP-2018 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,489		02-NOV-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,484		02-AUG-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,481		02-FEB-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,478		04-SEP-2018 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,476		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新基準欧州型式承認ﾓﾃﾞﾙ　KERN社向け分析天びんABJ-NMｼﾘｰｽﾞおよび分析天びんATX-Rｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,474		04-APR-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,471		02-SEP-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,462		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,457		08-MAY-2019 00:00:00 35A MS業種韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,457		02-NOV-2018 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,456		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新モジュラLC対応島津LCドライバソフトウェアの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		2,451		04-FEB-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,449		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,446		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,445		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,445		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,444		02-FEB-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,441		09-JAN-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,437		04-SEP-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,432		08-MAY-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,430		04-JUN-2019 00:00:00 35A 眼科ぶどう膜炎などの病原体検出ｷｯﾄ(研究用)の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,429		04-OCT-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,428		04-MAR-2019 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,426		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,422		04-OCT-2016 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,418		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,418		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,413		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		2,408		04-MAR-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,406		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,404		08-JAN-2019 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,403		04-SEP-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,403		02-AUG-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,401		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,399		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,398		04-SEP-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,397		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,393		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,391		06-MAY-2016 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,390		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,388		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,388		02-AUG-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,387		06-MAY-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,384		02-AUG-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,377		02-AUG-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,375		02-JUL-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,374		プロジェクト番号:7A207735A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,371		プロジェクト番号:7L224935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,368		02-AUG-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,368		02-NOV-2018 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,367		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,366		02-FEB-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,363		02-FEB-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,362		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,359		02-FEB-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,357		02-APR-2019 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,357		04-DEC-2018 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,356		02-AUG-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,353		02-AUG-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,347		02-FEB-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,345		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,345		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,343		04-APR-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,343		04-APR-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		2,342		03-APR-2018 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,338		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		2,337		06-JAN-2017 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH用ｾﾝｻﾕﾆｯﾄの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,337		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,334		04-FEB-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,321		04-SEP-2017 00:00:00 35A プローブ検出法ノロウィルス検便検査試薬キットの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,318		03-OCT-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,318		02-JUL-2019 00:00:00 35A LabSolutions GCMS DB/CSの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,315		04-DEC-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,310		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2,310		04-JUN-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		2,310		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,309		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,307		02-DEC-2016 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,305		02-JUL-2019 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,305		プロジェクト番号:7B223635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,305		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,299		02-AUG-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,298		02-APR-2019 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		2,295		06-JAN-2017 00:00:00 44A I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		2,292		04-JUN-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,291		02-JUN-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,287		03-OCT-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,287		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,285		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		2,283		08-JAN-2019 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,277		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,274		02-JUL-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,272		02-APR-2019 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,272		03-APR-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,269		05-JUL-2016 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(国立循環器病ｾﾝﾀｰ 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,268		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,268		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		2,265		03-JUL-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,261		06-JAN-2017 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,259		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,259		02-MAR-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,258		02-OCT-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,257		02-NOV-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2,255		07-MAY-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,255		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,252		04-JUL-2017 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,246		02-AUG-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,246		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,243		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,242		プロジェクト番号:7U212735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,242		02-JUN-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,239		プロジェクト番号:7U212435A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,235		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,234		02-MAR-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		2,233		02-FEB-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,232		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,231		08-JAN-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,230		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,229		03-APR-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,227		04-JUN-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤(ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸)/抗血液凝固薬分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,226		02-APR-2019 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,225		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		2,225		04-FEB-2019 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		2,224		02-MAR-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		2,224		03-APR-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,224		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,224		08-MAY-2019 00:00:00 35A LabSolutions GCMS DB/CSの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,224		05-JUL-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,223		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,220		02-JUL-2019 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,219		02-NOV-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,219		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,218		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,215		08-JAN-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		2,213		04-JUN-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		2,212		04-SEP-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		2,212		02-NOV-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		2,212		02-NOV-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,211		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,211		02-FEB-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,210		02-MAR-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,205		04-JUL-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,205		04-JUL-2017 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,204		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,203		02-SEP-2016 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,202		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,200		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,198		02-FEB-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,198		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,196		06-JAN-2017 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,192		06-MAY-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,191		04-JUN-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,189		04-JUN-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,189		02-AUG-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,188		02-JUL-2019 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,186		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		2,184		04-MAR-2019 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,183		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,180		02-AUG-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,180		02-DEC-2016 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,179		04-DEC-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,178		04-APR-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,177		02-AUG-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,174		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,174		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		2,170		04-DEC-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,170		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,169		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,168		06-JAN-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,164		08-MAY-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,163		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,162		02-NOV-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		2,160		02-AUG-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,158		02-OCT-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,156		08-JAN-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,155		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,155		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,154		05-JUL-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2,152		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,151		02-NOV-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,150		02-MAR-2018 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,150		08-MAY-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,149		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,148		プロジェクト番号:7QS05935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,148		04-MAR-2019 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,146		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		2,146		07-MAY-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,143		04-SEP-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,142		04-OCT-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,142		06-JAN-2017 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,137		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,136		04-APR-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,136		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,135		プロジェクト番号:7B230135A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,135		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,134		08-MAY-2019 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,134		04-FEB-2019 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,131		02-NOV-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,130		04-JUN-2019 00:00:00 35A 電子天びんの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,128		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,126		04-APR-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,125		04-JUL-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		2,123		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,120		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2,120		09-JAN-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,119		02-OCT-2018 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,118		02-FEB-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2,118		08-MAY-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,116		03-APR-2018 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2,107		03-APR-2018 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,107		02-OCT-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		2,106		02-MAR-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,106		02-DEC-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,099		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,098		04-MAR-2019 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,098		05-JUL-2016 00:00:00 35A GCMS-TQﾊｲｴﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,095		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,094		02-NOV-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,092		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2,091		プロジェクト番号:7A205935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,091		02-AUG-2016 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2,088		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,085		02-NOV-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,083		02-MAR-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		2,083		03-APR-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2,082		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,079		02-DEC-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2,079		02-AUG-2016 00:00:00 35A GCMS-TQﾊｲｴﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2,077		02-JUN-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		2,076		04-DEC-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,073		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,072		02-MAR-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,071		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,069		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		2,069		02-FEB-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,068		プロジェクト番号:7B320135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,066		02-AUG-2017 00:00:00 35A プローブ検出法ノロウィルス検便検査試薬キットの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,064		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,060		02-JUL-2019 00:00:00 35A ECD長寿命化検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2,060		04-DEC-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,058		プロジェクト番号:7L221435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		2,057		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,055		04-DEC-2018 00:00:00 35A 低価格ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,054		04-APR-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,052		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,050		02-SEP-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2,049		プロジェクト番号:7D300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2,046		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2,046		04-OCT-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2,045		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2,042		02-NOV-2016 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,041		02-MAR-2018 00:00:00 35A ﾘｻｰﾁｸﾞﾚｰﾄﾞFTIRをﾍﾞｰｽにした特定分野向け専用FTIR開発のための調査研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		2,041		06-JAN-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2,040		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,040		02-JUN-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,039		04-SEP-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2,039		04-SEP-2018 00:00:00 35A ClinMeta OEM対応(1/2)(要素開発)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		2,038		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,037		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2,036		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,035		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2,035		02-AUG-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,032		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC装置SW電源製造中止に伴うUL対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,030		06-JAN-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,028		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,028		02-OCT-2018 00:00:00 35A 排ｶﾞｽ分析計用CPUﾎﾞｰﾄﾞの再設計		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2,027		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2,027		02-OCT-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2,026		02-MAR-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2,025		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,025		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2,024		04-SEP-2017 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2,023		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2,023		06-JAN-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,022		08-JAN-2019 00:00:00 35A 大気VOC計用濃縮器の開発（予備研）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,022		02-SEP-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2,019		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,008		08-JAN-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2,006		プロジェクト番号:7L225635A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2,005		プロジェクト番号:7B230135A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2,005		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		2,004		プロジェクト番号:7B230135A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,002		02-AUG-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2,002		02-SEP-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2,002		02-AUG-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2,002		04-FEB-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		2,001		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,995		02-JUN-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,995		04-JUL-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,993		02-AUG-2018 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,992		02-OCT-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,991		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		1,991		07-MAY-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,986		03-APR-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,986		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,986		07-MAY-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		1,985		03-APR-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,984		03-JUL-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		1,982		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,981		09-JAN-2018 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,981		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,980		02-AUG-2016 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,979		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,979		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,976		07-MAY-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,975		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,974		プロジェクト番号:7B320235A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,972		04-SEP-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,968		06-MAY-2016 00:00:00 35A LIGHTNIRSの海外対応およびｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾙﾀﾞの拡充		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,968		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,966		08-JAN-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,965		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,965		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,965		04-SEP-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,963		07-MAY-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		1,963		02-JUL-2019 00:00:00 44A I4_大容量電気モータ式加振機（NJ-SERVO)のCE対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,962		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,961		02-APR-2019 00:00:00 35A A業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,958		プロジェクト番号:7B230135A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,955		02-APR-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		1,954		04-SEP-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,952		04-FEB-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,949		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,947		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,947		02-MAR-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,946		プロジェクト番号:7A203135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,943		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,943		02-MAR-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,938		02-NOV-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,937		02-MAR-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,931		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,931		05-JUL-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,931		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		1,929		02-MAR-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,927		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,925		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,924		04-OCT-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,921		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,918		02-FEB-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,917		03-APR-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,917		04-SEP-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,913		02-DEC-2016 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,912		02-NOV-2016 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,911		04-OCT-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		1,909		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,909		02-JUL-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,909		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,908		06-MAY-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,906		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,905		04-JUL-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		1,903		04-APR-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,899		02-JUN-2016 00:00:00 35A 診療に関わる低分子ﾏｰｶｰおよび薬物のLC-MS/MSによる血中濃度定量法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,898		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,898		プロジェクト番号:7L222435A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,898		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,893		02-NOV-2017 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,888		08-MAY-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,887		04-APR-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		1,887		04-SEP-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,886		02-MAR-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,883		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,883		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,882		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,880		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,879		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,879		02-MAR-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,877		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,876		04-DEC-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,873		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		1,873		02-DEC-2016 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,872		プロジェクト番号:7LS15535A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,872		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,871		04-JUN-2019 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,870		02-SEP-2016 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,870		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,868		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,867		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,867		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,866		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,866		04-JUL-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,866		02-AUG-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,865		02-SEP-2016 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,862		02-AUG-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		1,855		02-NOV-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,854		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,853		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,853		02-OCT-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,853		02-MAR-2017 00:00:00 35A 次期GCMS-QPに向けた要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,852		04-JUN-2019 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,852		04-OCT-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		1,851		02-SEP-2016 00:00:00 44A I2_万能試験機UH-500kN生産試作_転注による部材精度の検証		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,850		02-SEP-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,850		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,850		02-OCT-2018 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,849		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		1,849		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,848		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,848		04-SEP-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,846		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,844		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,843		02-MAR-2018 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,843		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,839		02-MAR-2017 00:00:00 35A YPS製FEｴﾐｯﾀの評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,838		02-FEB-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,835		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		1,834		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,832		07-MAY-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,831		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,826		02-MAR-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,823		02-APR-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,823		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,823		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,821		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,818		05-JUL-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,816		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,816		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,812		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		1,811		03-APR-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,810		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		1,807		08-JAN-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,806		03-OCT-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		1,805		02-NOV-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,804		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		1,804		04-SEP-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,803		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		1,800		06-JAN-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,800		03-JUL-2018 00:00:00 35A 分析天びんAP225Wの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,800		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,798		06-MAY-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,797		08-MAY-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,792		04-JUN-2019 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,789		04-MAR-2019 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		1,787		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,786		プロジェクト番号:7B230135A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,785		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,783		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,781		04-MAR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,778		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,778		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,778		02-AUG-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,777		05-JUL-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,777		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		1,776		04-JUN-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,775		08-MAY-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,774		02-JUL-2019 00:00:00 35A MS業種韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,774		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,773		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,771		02-MAR-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,769		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,767		02-JUN-2016 00:00:00 35A LIGHTNIRSの海外対応およびｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾙﾀﾞの拡充		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,766		02-NOV-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,765		04-APR-2017 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,765		04-APR-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,765		02-APR-2019 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		1,763		07-MAY-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,761		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,760		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,759		02-JUN-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,758		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,757		02-FEB-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,757		プロジェクト番号:7US12035A1507		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,756		02-SEP-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,755		04-OCT-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,755		02-NOV-2017 00:00:00 35A PPSQ-51A/53Aグラジエント対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,751		04-SEP-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,748		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,748		02-JUN-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,748		03-APR-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,747		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,747		02-SEP-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		1,747		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,743		プロジェクト番号:7L223735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,743		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,737		02-AUG-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,735		02-APR-2019 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,733		03-JUL-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,733		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,732		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,731		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾅﾉ粒子計測用遠心型FFF試作機の開発(評価・改良)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		1,731		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,730		02-DEC-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,729		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,729		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		1,722		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		1,721		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,720		プロジェクト番号:7LS21035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,720		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,720		04-JUN-2019 00:00:00 35A NexgenGC改良とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ実現性検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,719		04-SEP-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,719		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,718		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,717		06-JAN-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,716		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,715		02-JUL-2019 00:00:00 35A 新モジュラLC対応島津LCドライバソフトウェアの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,715		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,712		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,712		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,711		04-SEP-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,710		04-MAR-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,708		04-APR-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,706		04-SEP-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,706		02-NOV-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,706		02-FEB-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,705		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		1,705		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,703		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,700		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,699		06-JAN-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,697		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,696		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,695		02-NOV-2016 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		1,695		03-JUL-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		1,694		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,688		04-JUL-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,686		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,686		06-JAN-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		1,686		05-JUL-2016 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH改良の予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,685		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,684		05-JUL-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,683		02-DEC-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,683		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,683		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,679		02-AUG-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,676		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,675		04-DEC-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,675		08-MAY-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,675		06-JAN-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,675		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		1,675		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,672		05-JUL-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,672		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,671		06-JAN-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,664		04-JUL-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,662		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,659		03-APR-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,657		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,657		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,656		08-MAY-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,653		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		1,652		03-JUL-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,651		04-JUL-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,651		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,650		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		1,650		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,649		02-JUL-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,648		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,648		07-MAY-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,648		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,648		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,647		04-SEP-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,643		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,641		03-OCT-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,640		02-MAR-2018 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,640		04-APR-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		1,640		02-AUG-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,636		02-MAR-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,635		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,635		プロジェクト番号:7U320935A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,634		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,633		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,630		08-MAY-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,630		06-JAN-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,630		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,629		06-MAY-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,624		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,621		04-SEP-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,621		04-APR-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,619		プロジェクト番号:7Y206535A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,616		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,616		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		1,615		02-OCT-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,615		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,614		04-FEB-2019 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,614		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,611		02-OCT-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,611		プロジェクト番号:7D220835A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,610		02-JUN-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,609		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,609		04-SEP-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,608		04-DEC-2017 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,607		04-SEP-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		1,606		プロジェクト番号:70205544A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,605		プロジェクト番号:7D300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,604		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,603		プロジェクト番号:7L224935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,602		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,600		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,600		05-JUL-2016 00:00:00 35A 液回収C2Pｼｽﾃﾑ用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,600		07-MAY-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,600		04-DEC-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,600		07-MAY-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,599		04-OCT-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,599		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,599		04-JUN-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,598		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,598		03-APR-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,598		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,598		02-AUG-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,597		04-APR-2017 00:00:00 35A 次期GCMS-QPに向けた要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,597		08-JAN-2019 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,595		プロジェクト番号:7HS61335A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		1,594		04-DEC-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,594		03-OCT-2017 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,593		06-JAN-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,593		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,592		04-DEC-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,592		09-JAN-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,590		03-OCT-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,589		02-JUN-2016 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,587		02-JUL-2019 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,586		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,586		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,584		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,582		02-FEB-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,581		02-FEB-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,580		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,580		04-FEB-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,577		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,575		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,574		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		1,573		04-JUL-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,572		02-JUL-2019 00:00:00 35A 眼科ぶどう膜炎などの病原体検出ｷｯﾄ(研究用)の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,571		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,571		02-OCT-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,570		03-JUL-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,570		プロジェクト番号:7LS25435A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,570		06-MAY-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,567		04-DEC-2018 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,565		04-SEP-2017 00:00:00 35A i-series モデルチェンジ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,564		02-NOV-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,563		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,563		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,561		04-JUN-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,561		08-MAY-2019 00:00:00 35A Nexeraｼﾘｰｽﾞに対応した高速有機酸ｶﾗﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,560		03-APR-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,560		02-DEC-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,558		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,556		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,556		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,555		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,554		02-MAR-2018 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,553		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,553		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,552		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,552		08-MAY-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,550		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,548		プロジェクト番号:7L226035A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,548		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,545		03-APR-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,545		02-DEC-2016 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,544		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,543		プロジェクト番号:7DS20135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,543		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,542		04-JUN-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,542		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,539		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾅﾉ粒子計測用遠心型FFF試作機の開発(評価・改良)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,539		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,539		04-SEP-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,538		04-OCT-2016 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(2/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,538		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		1,538		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,537		02-NOV-2016 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,537		08-MAY-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,537		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,537		04-JUN-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,536		02-NOV-2017 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,536		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,536		02-OCT-2018 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,536		04-JUL-2017 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,534		02-DEC-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,534		02-AUG-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,533		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,533		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,532		04-DEC-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,532		03-JUL-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,531		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,531		08-JAN-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,528		04-MAR-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,527		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,527		02-NOV-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,527		04-SEP-2018 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,526		03-OCT-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		1,526		02-DEC-2016 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH用ｾﾝｻﾕﾆｯﾄの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,524		04-JUL-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,523		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,523		04-JUL-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,522		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,521		05-JUL-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,521		02-NOV-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,517		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,517		08-JAN-2019 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,516		02-AUG-2016 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,514		05-JUL-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,514		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,511		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,511		プロジェクト番号:7BS17935A1502		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,510		03-OCT-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,509		04-APR-2017 00:00:00 35A LC関連化学品の法規制対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,509		04-JUN-2019 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,509		08-MAY-2017 00:00:00 35A nSMOL Antibody BAｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,509		03-OCT-2017 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,507		02-NOV-2016 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,505		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,504		04-OCT-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,502		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,502		04-APR-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,501		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,501		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,499		プロジェクト番号:7A209735A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,499		04-JUL-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,496		03-JUL-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,496		02-MAR-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,496		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,495		02-JUL-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,494		02-DEC-2016 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,493		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,493		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,492		08-JAN-2019 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,491		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,488		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,487		02-JUL-2019 00:00:00 35A NexgenGC改良とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ実現性検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,487		04-SEP-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,486		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,484		02-APR-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,484		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,484		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,483		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,483		02-JUN-2017 00:00:00 35A 次期GCMS-QPに向けた要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		1,483		02-NOV-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,483		02-AUG-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,482		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,482		プロジェクト番号:7L226035A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,482		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,482		04-OCT-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,481		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,481		02-JUL-2019 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,481		04-OCT-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,480		02-FEB-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,480		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,480		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,479		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,477		09-JAN-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLC-MS用ｶﾗﾑの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,476		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,473		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,473		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,472		02-NOV-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,472		04-OCT-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		1,471		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,471		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,471		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,470		02-DEC-2016 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,469		03-JUL-2018 00:00:00 35A 排ｶﾞｽ分析計用CPUﾎﾞｰﾄﾞの再設計		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,466		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,466		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,466		02-NOV-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,465		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,465		04-JUN-2019 00:00:00 35A ICPMSのEL対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,465		04-JUL-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO SQ向け製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,464		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,463		02-NOV-2018 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,462		02-NOV-2016 00:00:00 35A 合成抗菌剤/ﾏｲｺﾄｷｼﾝのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析用i-Series専用ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,462		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,462		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,460		04-APR-2017 00:00:00 35A nSMOL Antibody BAｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,459		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,459		06-MAY-2016 00:00:00 35A LCMS-8040の感度向上機LCMS-8045の開発およびLCMS-8060へのｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,457		04-JUN-2018 00:00:00 35A 分析天びんAP225Wの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,454		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,454		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		1,452		03-JUL-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,452		02-JUN-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,452		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,451		04-JUL-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,450		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,450		04-JUL-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,450		04-MAR-2019 00:00:00 35A 他社製CDS用GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのSCD対応開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,448		08-MAY-2017 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,447		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,447		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,446		08-JAN-2019 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,445		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,445		02-MAR-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,444		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,443		02-JUN-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,442		08-MAY-2019 00:00:00 35A 水質分析計の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,442		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		1,441		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,441		08-MAY-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,440		06-JAN-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,439		04-APR-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,439		03-OCT-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,438		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,438		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,437		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,436		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,436		02-AUG-2017 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,436		02-APR-2019 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,434		02-MAR-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,433		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,432		06-MAY-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,432		04-JUL-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,431		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,431		03-APR-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,429		02-AUG-2016 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,429		05-JUL-2016 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,428		02-JUN-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,428		04-JUL-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,428		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,428		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,428		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,425		02-NOV-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,424		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,423		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,423		05-JUL-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,422		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		1,421		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,421		02-APR-2019 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,419		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,419		02-FEB-2018 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,418		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,418		02-NOV-2017 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,417		07-MAY-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,416		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,415		02-AUG-2016 00:00:00 35A 【SPM】高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄｽｷｬﾅの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		1,415		03-OCT-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,414		04-APR-2017 00:00:00 35A YPS製FEｴﾐｯﾀの評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,413		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,412		02-AUG-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,411		プロジェクト番号:7B213035A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,410		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,410		03-JUL-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		1,410		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,410		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,408		03-OCT-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,408		04-SEP-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		1,406		02-MAR-2017 00:00:00 44A I2_万能試験機UH-500kN生産試作_転注による部材精度の検証		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,405		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,405		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,405		07-MAY-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,403		04-DEC-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,403		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,403		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,402		プロジェクト番号:7B230635A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,401		02-APR-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,400		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,398		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,398		07-MAY-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,397		04-FEB-2019 00:00:00 35A LabSolutions GCMS DB/CSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,396		プロジェクト番号:7B221335A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,395		04-SEP-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,394		02-DEC-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,393		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,392		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,390		07-MAY-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,389		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,389		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,389		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,388		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,388		プロジェクト番号:7US16135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,387		02-NOV-2018 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,386		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,384		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,383		06-JAN-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,381		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,380		08-MAY-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,380		04-JUN-2019 00:00:00 35A 水質分析計の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,379		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,379		プロジェクト番号:7AS05835A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,378		03-JUL-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,378		06-JAN-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,377		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,375		プロジェクト番号:7L223735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,375		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,373		プロジェクト番号:7U212635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,373		04-MAR-2019 00:00:00 35A SFCにおける保持挙動の基礎研究(ｵﾙﾚｱﾝ大との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,373		02-NOV-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,370		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,370		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,370		02-NOV-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,369		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,368		09-JAN-2018 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,368		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		1,368		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,368		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,367		プロジェクト番号:7B230635A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,367		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,367		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,367		02-JUL-2019 00:00:00 35A LCMS-9030のUL/CSA認証対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,366		02-JUN-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,364		08-JAN-2019 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,364		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,362		08-MAY-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,362		02-FEB-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,361		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,360		03-OCT-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,360		08-MAY-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,359		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,359		プロジェクト番号:7HS63235A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,359		04-DEC-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,356		プロジェクト番号:7A209735A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,356		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,355		04-SEP-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,354		02-SEP-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,354		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,353		04-SEP-2018 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,353		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,353		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		1,352		02-MAR-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,351		02-JUN-2016 00:00:00 35A 液回収C2Pｼｽﾃﾑ用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,350		06-JAN-2017 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,350		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,350		04-MAR-2019 00:00:00 35A MCE-202 MultiNAの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,349		04-SEP-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,348		02-NOV-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,348		04-SEP-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,345		07-MAY-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,345		04-FEB-2019 00:00:00 35A 他社製CDS用GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのSCD対応開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,345		04-MAR-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,345		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,344		04-JUN-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,343		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,340		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,338		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,338		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,338		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,336		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,336		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,335		02-NOV-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,335		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,335		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,333		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		1,332		08-MAY-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,332		02-APR-2019 00:00:00 35A 他社製CDS用GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのSCD対応開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,332		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,330		06-MAY-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,329		08-MAY-2019 00:00:00 35A NexgenGC改良とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ実現性検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,328		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,328		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,328		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,327		プロジェクト番号:7D220835A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,327		06-MAY-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,327		07-MAY-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,326		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,326		02-DEC-2016 00:00:00 35A ChromSquareのWibu Key対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,325		06-MAY-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,325		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,324		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,323		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,323		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,320		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,320		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,320		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,319		02-DEC-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,319		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,319		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,318		02-AUG-2017 00:00:00 35A i-series モデルチェンジ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,318		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,318		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,317		02-NOV-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-30AD後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,315		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,314		02-OCT-2018 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,314		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		1,313		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,313		02-JUN-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,313		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,313		02-DEC-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,313		04-FEB-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,312		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,312		02-JUN-2016 00:00:00 35A 湿式ｲﾝﾗｲﾝTOC計の要素技術確立(装置構成要素の設計･検討)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,311		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,311		04-DEC-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,310		04-JUL-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,310		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,309		02-NOV-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,309		02-FEB-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,309		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,308		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,308		04-DEC-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,306		04-JUL-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		1,305		05-JUL-2016 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,304		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,301		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,300		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		1,300		02-AUG-2016 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,299		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,299		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,297		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,297		08-MAY-2017 00:00:00 35A 次期GCMS-QPに向けた要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,296		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,296		03-APR-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,296		プロジェクト番号:7B230135A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,296		02-FEB-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,295		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,295		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,295		04-SEP-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,295		02-AUG-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,293		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		1,293		04-MAR-2019 00:00:00 44A I1_I業種の韓国EMC規制対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,292		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,291		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		1,290		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,289		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,289		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,288		07-MAY-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		1,287		02-FEB-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,287		02-MAR-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,287		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,285		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,285		プロジェクト番号:7B221535A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,284		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		1,284		04-MAR-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,283		04-OCT-2016 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,281		プロジェクト番号:7B224835A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,281		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,280		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,280		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,279		02-AUG-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,279		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,278		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,276		プロジェクト番号:7LS19335A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,275		02-SEP-2016 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,275		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,275		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,274		02-DEC-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,273		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,273		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,273		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,272		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,272		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,272		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,272		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,272		05-JUL-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,270		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,270		08-JAN-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,269		02-JUN-2016 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,269		09-JAN-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		1,267		02-AUG-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,266		02-NOV-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,265		04-SEP-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		1,264		02-OCT-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,264		04-SEP-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,263		08-MAY-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		1,262		08-MAY-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,261		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,260		02-SEP-2016 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,260		02-NOV-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,259		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,259		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,259		02-FEB-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,258		05-JUL-2016 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,257		02-NOV-2018 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,257		プロジェクト番号:7D220835A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,257		02-OCT-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,254		02-NOV-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,254		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,253		05-JUL-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,253		06-JAN-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,252		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,252		02-JUN-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,251		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,251		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,250		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,249		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,249		05-JUL-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,249		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,248		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,248		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,246		07-MAY-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,246		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,245		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,244		02-NOV-2016 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,243		02-APR-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,243		04-FEB-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,242		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,241		04-JUN-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,241		02-DEC-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		1,241		02-NOV-2016 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		1,241		02-DEC-2016 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,241		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,241		02-AUG-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,240		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,238		03-APR-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		1,238		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,238		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,236		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,235		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,234		02-FEB-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,234		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,233		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,233		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,233		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,231		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,231		08-MAY-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		1,229		07-MAY-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,228		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,227		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,227		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,226		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,226		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,225		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,225		02-APR-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		1,224		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,224		04-DEC-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,223		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,221		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,221		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,220		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,219		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,218		05-JUL-2016 00:00:00 35A SCLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,218		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,218		03-JUL-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,217		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,215		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,214		04-DEC-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,214		06-JAN-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,212		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,209		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,208		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,208		02-NOV-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品血中濃度定量用iMRM Antibodyの開発と製造委託		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,208		03-APR-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		1,207		02-NOV-2016 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		1,207		04-OCT-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,207		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,206		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,205		02-AUG-2017 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,204		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		1,204		04-JUL-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,203		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,203		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,202		02-NOV-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,201		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,201		04-DEC-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,200		02-OCT-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,200		05-JUL-2016 00:00:00 35A 【SPM】高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄｽｷｬﾅの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,199		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,199		08-JAN-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,199		03-APR-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,198		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,198		06-JAN-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		1,198		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,197		02-JUN-2016 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,196		02-NOV-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,195		02-FEB-2017 00:00:00 35A ChromSquareのWibu Key対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,195		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,194		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,194		03-OCT-2017 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,194		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,194		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,193		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,193		08-JAN-2019 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,192		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,192		プロジェクト番号:7U214635A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,191		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,191		04-SEP-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,191		03-APR-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,190		03-APR-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,189		02-JUN-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,189		05-JUL-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,188		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,187		02-FEB-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,187		02-NOV-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,187		04-DEC-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,185		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,185		03-JUL-2018 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,185		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,184		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,184		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,182		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,181		プロジェクト番号:7A209535A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		1,181		02-AUG-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,179		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		1,179		02-AUG-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,179		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,179		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,178		02-DEC-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,177		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,177		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,177		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,176		02-FEB-2017 00:00:00 35A 次期GCMS-QPに向けた要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,174		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,173		04-MAR-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		1,171		04-DEC-2017 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,171		02-NOV-2018 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,171		04-SEP-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,171		04-DEC-2018 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,171		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,169		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,169		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,169		02-NOV-2018 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,168		04-DEC-2018 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,167		04-FEB-2019 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,166		06-MAY-2016 00:00:00 35A Nexera-i (LC-2040C/C 3D)のﾒｿｯﾄﾞﾄﾗﾝｽﾌｧｰｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,166		プロジェクト番号:7Y208635A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,165		02-NOV-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,165		02-JUL-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,165		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,164		02-AUG-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,164		02-DEC-2016 00:00:00 35A 要素開発 RF用Xeﾗﾝﾌﾟ電源製造中止対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,164		02-AUG-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		1,164		09-JAN-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,163		03-JUL-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,163		02-AUG-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,162		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,161		02-NOV-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,160		02-NOV-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,159		03-JUL-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		1,159		02-JUN-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,159		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,158		02-APR-2019 00:00:00 35A B業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,157		02-JUN-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,157		08-MAY-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,156		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,154		02-AUG-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,154		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,154		02-JUL-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,154		08-MAY-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,154		02-FEB-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,153		04-SEP-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,153		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,152		プロジェクト番号:7U213035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,152		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,152		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,151		08-JAN-2019 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,151		06-JAN-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,151		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,151		08-MAY-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		1,150		02-DEC-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,150		02-SEP-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,149		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,149		06-JAN-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,149		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,149		02-OCT-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,149		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		1,148		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,147		03-APR-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,147		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾘｻｰﾁｸﾞﾚｰﾄﾞFTIRをﾍﾞｰｽにした特定分野向け専用FTIR開発のための調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,147		02-JUN-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,147		04-SEP-2017 00:00:00 35A 腸管系病原菌検出試薬キットver.4の開発（時短化改良）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,146		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,143		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,141		03-APR-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,141		プロジェクト番号:7L302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,140		04-SEP-2018 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,140		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,140		プロジェクト番号:7B224335A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,139		02-FEB-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,138		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		1,138		02-FEB-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,137		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,137		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,136		04-SEP-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,134		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,134		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,134		06-JAN-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,133		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,133		プロジェクト番号:7L221535A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,133		プロジェクト番号:7B222135A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,133		08-JAN-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,133		08-MAY-2017 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		1,132		02-MAR-2017 00:00:00 44A I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,132		04-FEB-2019 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,131		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,130		02-AUG-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,129		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,128		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,128		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,127		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,126		02-NOV-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,126		04-APR-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,126		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		1,125		02-AUG-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,124		02-JUL-2019 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,124		04-OCT-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,123		04-JUL-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,122		プロジェクト番号:7L224035A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,122		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,122		04-JUN-2019 00:00:00 35A ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ拡充を目的としたLC消耗品の要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		1,122		05-JUL-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,122		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,121		02-OCT-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,119		プロジェクト番号:7LS18735A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,118		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,118		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,117		04-SEP-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,117		プロジェクト番号:7HS61935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,117		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,116		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,116		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,116		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,113		02-JUL-2019 00:00:00 35A ICPMSのEL対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,113		04-DEC-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		1,112		04-OCT-2016 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,112		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,112		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,112		04-JUL-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,112		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,112		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,111		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,111		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,111		プロジェクト番号:7B228335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,111		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,109		04-FEB-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,109		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,109		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,108		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,107		02-FEB-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,106		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,106		02-AUG-2016 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,105		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,105		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,105		04-DEC-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,104		02-JUL-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,104		02-AUG-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置 CLAM-2000 欧米向け研究用途製品の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,102		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,102		02-SEP-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,101		プロジェクト番号:7L302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,101		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,101		04-DEC-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		1,101		04-APR-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,100		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,100		04-JUN-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,100		02-AUG-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,099		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,099		04-SEP-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		1,099		06-JAN-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,098		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,098		06-MAY-2016 00:00:00 35A 自動血液凝固分析装置CP3000ｿﾌﾄｳｪｱ 海外追加仕様の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		1,096		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,096		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,095		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		1,095		02-JUN-2016 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH改良の予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,095		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,094		02-NOV-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		1,093		02-JUN-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,093		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		1,093		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,092		08-JAN-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,092		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,092		02-FEB-2018 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,090		02-JUN-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,090		02-JUN-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,090		06-MAY-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,089		02-NOV-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,089		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,089		プロジェクト番号:7L225935A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1,088		02-AUG-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,087		04-APR-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,087		プロジェクト番号:7U212435A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,087		06-MAY-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,086		03-JUL-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,086		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		1,085		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,083		03-APR-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,083		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,082		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,082		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,082		プロジェクト番号:7D220835A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,082		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,081		06-JAN-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		1,081		02-JUN-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,080		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		1,078		02-MAR-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,077		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,077		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,076		02-NOV-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,076		03-OCT-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,076		08-MAY-2017 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,075		04-OCT-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,073		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,073		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,072		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,072		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1,071		プロジェクト番号:7Y208635A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,071		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		1,070		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,070		プロジェクト番号:7H325535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,070		02-DEC-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1,069		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,069		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,069		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,067		04-FEB-2019 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,067		06-JAN-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,066		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,065		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		1,065		02-SEP-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,065		05-JUL-2016 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,065		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,064		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,064		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,064		04-FEB-2019 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,063		プロジェクト番号:7L224935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,062		プロジェクト番号:7LS18135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,062		02-NOV-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,061		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,061		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,061		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,060		プロジェクト番号:7L223035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,060		02-OCT-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,060		02-JUL-2019 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,060		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,060		02-MAR-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,060		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		1,058		02-AUG-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,058		04-JUN-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,057		04-DEC-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1,057		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,057		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,057		プロジェクト番号:7A305035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,056		02-JUL-2019 00:00:00 35A 日和見感染症ｳｨﾙｽ検出ｷｯﾄの有用性評価に関する研究[神鋼記念病院との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,056		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,056		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,056		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,054		03-JUL-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,054		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,053		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,053		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,053		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,053		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		1,053		02-MAR-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,053		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,052		02-DEC-2016 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1,052		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,052		04-APR-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,050		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,050		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1,050		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,050		02-AUG-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,050		02-MAR-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,048		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,048		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,047		03-JUL-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		1,047		プロジェクト番号:70S04044A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,045		02-APR-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		1,044		02-APR-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,042		09-JAN-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,042		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,042		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,042		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,042		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,041		04-SEP-2018 00:00:00 35A C2MAP改良に向けた調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,041		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		1,041		08-JAN-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,040		03-APR-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,040		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,040		02-JUL-2019 00:00:00 35A MCE-202 MultiNAの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1,040		02-OCT-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,040		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		1,040		02-JUN-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1,040		プロジェクト番号:7AS04435A1306		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1,039		04-FEB-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,038		05-JUL-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,038		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,036		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,035		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,035		02-JUN-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1,035		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,035		06-MAY-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1,034		04-SEP-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1,034		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		1,034		02-SEP-2016 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,034		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,034		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,033		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,033		02-APR-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,033		02-AUG-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,032		03-APR-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,032		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,032		02-AUG-2016 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1,031		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,030		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,030		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,029		02-NOV-2016 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,029		02-JUN-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,029		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,028		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,028		プロジェクト番号:7B225735A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		1,027		04-JUL-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1,026		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,025		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,023		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1,023		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1,022		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,020		02-NOV-2016 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,020		04-SEP-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1,020		08-MAY-2017 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,020		06-MAY-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,019		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,019		02-AUG-2016 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		1,019		02-NOV-2018 00:00:00 35A Cell3iMager duosを用いた陽子線治療併用抗がん剤スクリーニングの定量評価法開発に関する筑波大学との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,018		04-APR-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,016		プロジェクト番号:7U212435A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1,016		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,016		05-JUL-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1,015		05-JUL-2016 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,012		02-NOV-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,012		04-SEP-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,012		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,011		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,011		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,011		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1,011		04-SEP-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,010		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1,010		09-JAN-2018 00:00:00 35A 臨床用医療機器市場向けLCオーブンのOEM対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		1,008		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1,008		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,007		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1,007		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1,007		02-FEB-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1,005		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1,005		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,005		04-OCT-2016 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,004		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		1,003		04-OCT-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,002		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1,002		04-JUN-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1,002		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,002		プロジェクト番号:7B221335A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,002		02-AUG-2017 00:00:00 35A i-series モデルチェンジ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1,002		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1,000		02-AUG-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		1,000		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1,000		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1,000		04-APR-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1,000		02-SEP-2016 00:00:00 35A LCMS-8045の全世界対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1,000		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのGC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		998		05-JUL-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		998		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		998		プロジェクト番号:7Q206135A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		997		06-MAY-2016 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH改良の予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		997		03-OCT-2017 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		997		05-JUL-2016 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		997		04-SEP-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		995		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		995		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		994		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		993		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		993		02-SEP-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		993		02-AUG-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		993		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		993		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		993		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		993		02-FEB-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		992		プロジェクト番号:7D220835A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		992		08-MAY-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		991		04-JUN-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		991		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		991		04-OCT-2016 00:00:00 35A LCMS-8045の全世界対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		991		プロジェクト番号:7BS30335A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		991		プロジェクト番号:7AS07035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		990		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		990		04-MAR-2019 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		990		プロジェクト番号:7U216835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		990		04-SEP-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		990		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		989		04-JUN-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		987		03-OCT-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		987		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		987		06-MAY-2016 00:00:00 35A 液回収C2Pｼｽﾃﾑ用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		986		04-MAR-2019 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた千葉県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		985		02-DEC-2016 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		985		04-SEP-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		985		02-SEP-2016 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		984		02-OCT-2018 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		984		04-SEP-2017 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		984		02-APR-2019 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		984		02-AUG-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		983		04-JUN-2019 00:00:00 35A ECD長寿命化検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		983		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		983		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		983		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		983		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		983		02-SEP-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		982		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		982		02-SEP-2016 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		982		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		982		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		982		04-APR-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		981		05-JUL-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		981		プロジェクト番号:7LS23035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		981		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		980		02-NOV-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		980		04-OCT-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		980		02-AUG-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		980		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		980		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		979		02-NOV-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		979		プロジェクト番号:7BS30335A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		979		プロジェクト番号:7Q302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		979		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		978		プロジェクト番号:7U214735A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		977		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		977		08-MAY-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		977		05-JUL-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		977		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		977		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		977		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		976		04-SEP-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		976		08-JAN-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		975		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		975		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		975		プロジェクト番号:7L224935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		974		02-AUG-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		974		02-DEC-2016 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		974		02-JUL-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		973		04-SEP-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		973		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		973		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		973		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		973		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		973		04-JUN-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		972		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		972		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		972		02-OCT-2018 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		971		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		971		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		971		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		970		04-MAR-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		970		02-NOV-2017 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		970		06-JAN-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		969		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		969		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		969		08-JAN-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		968		04-OCT-2016 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		968		08-MAY-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		968		02-FEB-2017 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		968		02-AUG-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		967		02-MAR-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		967		プロジェクト番号:7YS05835A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		966		02-DEC-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		966		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		966		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		965		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		965		04-JUN-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		964		02-AUG-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		964		02-JUL-2019 00:00:00 35A 水質分析計の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		964		プロジェクト番号:7B226435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		964		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		963		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		963		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		962		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		962		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		962		02-AUG-2016 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		961		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		961		02-AUG-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		961		02-JUL-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		960		プロジェクト番号:7Q302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		960		07-MAY-2018 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		960		04-FEB-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		959		02-APR-2019 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		958		04-FEB-2019 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		957		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		957		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		957		プロジェクト番号:7U212535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		957		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		957		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		957		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		957		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		956		02-MAR-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		956		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		956		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		954		02-NOV-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		954		04-FEB-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		954		04-APR-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		953		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		953		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		953		02-JUL-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤(ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸)/抗血液凝固薬分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		950		04-JUN-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		950		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		950		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		949		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		949		プロジェクト番号:7D220835A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		949		02-JUN-2017 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		949		02-OCT-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		948		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		948		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		948		プロジェクト番号:7U217835A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		947		02-JUN-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		947		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		947		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		947		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		946		04-JUL-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		946		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		945		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		945		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		944		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		944		08-MAY-2017 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		944		02-FEB-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		944		プロジェクト番号:7B230635A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		943		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		943		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		943		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		943		02-FEB-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		942		02-JUN-2017 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		942		02-NOV-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		941		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		940		04-APR-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		939		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		939		04-MAR-2019 00:00:00 35A 水質分析計の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		938		09-JAN-2018 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		938		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		938		プロジェクト番号:7B230735A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		938		04-OCT-2016 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		938		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		937		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		936		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		936		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		936		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		936		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		936		03-OCT-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		936		09-JAN-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		935		09-JAN-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		934		04-FEB-2019 00:00:00 35A ﾅﾉ計測ｺﾝｿCOMS-NANOにおけるICP-MSのﾅﾉ材料計測応用の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		934		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		934		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		933		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		933		02-NOV-2016 00:00:00 35A 要素開発 細胞培養支援装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		933		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		933		02-MAR-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		933		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		932		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		932		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		932		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		932		08-JAN-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		931		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		931		03-APR-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		930		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		930		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		930		02-FEB-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		929		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		929		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		929		05-JUL-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		928		02-JUN-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		928		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		928		06-JAN-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		928		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		927		06-JAN-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		927		08-MAY-2019 00:00:00 44A I4_大容量電気モータ式加振機（NJ-SERVO)のCE対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		927		05-JUL-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		927		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		926		04-JUN-2019 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		926		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		926		08-JAN-2019 00:00:00 35A UV-1280の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		925		02-JUL-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		925		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		924		02-MAR-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		924		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		924		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		924		02-OCT-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		924		02-OCT-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		924		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		923		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		923		03-JUL-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		922		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		922		02-JUL-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		922		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		921		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		920		プロジェクト番号:7L220935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		920		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		920		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		919		プロジェクト番号:7U214735A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		918		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		918		02-AUG-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		918		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		918		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		917		02-FEB-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		917		03-OCT-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		917		07-MAY-2018 00:00:00 35A 脂質ﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVersion 3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		916		プロジェクト番号:7LS26635A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		916		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		916		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		915		02-FEB-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		915		09-JAN-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		914		04-SEP-2017 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		914		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		914		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		914		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		914		02-JUN-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		913		02-MAR-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		912		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		912		プロジェクト番号:7L221335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		912		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		911		プロジェクト番号:7AS03135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		910		04-DEC-2017 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		909		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		909		02-NOV-2018 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		909		02-MAR-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		909		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		908		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		908		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		907		06-MAY-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのWindows10対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		907		02-JUN-2016 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		906		プロジェクト番号:7U217835A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		906		02-APR-2019 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		905		08-MAY-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO SQ向け製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		905		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		904		02-AUG-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		904		08-JAN-2019 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		903		04-MAR-2019 00:00:00 35A A業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		902		プロジェクト番号:7B230635A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		902		04-MAR-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		901		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		901		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		899		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		899		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		898		06-JAN-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		898		プロジェクト番号:70204144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		897		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		897		プロジェクト番号:7BS30335A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		896		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		896		06-MAY-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		896		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		896		02-NOV-2018 00:00:00 35A 排ｶﾞｽ分析計用CPUﾎﾞｰﾄﾞの再設計		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		895		08-MAY-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		895		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		895		04-MAR-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		894		03-APR-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		894		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		894		02-MAR-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		893		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		893		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		893		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		893		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		892		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		892		09-JAN-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		892		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		892		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		890		03-JUL-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		888		04-FEB-2019 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		888		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		887		02-OCT-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		887		プロジェクト番号:7B221335A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		887		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		887		プロジェクト番号:7LS25435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		886		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		885		02-AUG-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		885		02-NOV-2016 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		885		02-JUN-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		884		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		884		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		884		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		884		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		884		02-JUL-2019 00:00:00 35A SAP向けUV-1780の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		883		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		883		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		882		04-MAR-2019 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		881		02-NOV-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		881		04-MAR-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		880		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		880		04-FEB-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		880		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		879		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		879		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		879		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		879		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		879		04-JUL-2017 00:00:00 44A I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		878		02-OCT-2018 00:00:00 35A 水質ｵﾝﾗｲﾝ計用新型８ﾎﾟｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		878		プロジェクト番号:7B223435A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		878		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		877		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		877		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		875		02-APR-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		875		02-FEB-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		874		02-JUL-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		874		02-JUN-2017 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		873		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		873		05-JUL-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		873		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		873		05-JUL-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		873		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		872		02-JUN-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		872		02-NOV-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		871		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		871		03-OCT-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		871		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		870		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		870		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾅﾉ粒子計測用遠心型FFF試作機の開発(評価・改良)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		868		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		868		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		868		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		868		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		868		04-MAR-2019 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		867		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		867		03-OCT-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		867		02-NOV-2016 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		866		プロジェクト番号:7LS25435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		866		04-APR-2017 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		866		04-SEP-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		866		02-AUG-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		866		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		866		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		866		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		866		04-DEC-2017 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		866		09-JAN-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		866		02-AUG-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		865		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		865		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		865		プロジェクト番号:7BS30335A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		864		プロジェクト番号:70205544A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		864		プロジェクト番号:7Q302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		864		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		864		02-JUL-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		863		02-JUL-2019 00:00:00 35A 他社製CDS用GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのSCD対応開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		862		06-MAY-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置 CLAM-2000 欧米向け研究用途製品の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		860		08-MAY-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		860		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		860		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		860		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		859		プロジェクト番号:70600244A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		859		プロジェクト番号:7D220835A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		859		09-JAN-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		858		03-JUL-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		858		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		858		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		858		04-OCT-2016 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		858		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		857		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		856		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		856		02-AUG-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		856		02-JUN-2016 00:00:00 35A 大阪大学との培養細胞観察に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		856		04-DEC-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		855		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		855		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		854		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		854		04-OCT-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		854		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		853		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		853		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		852		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		852		02-JUL-2019 00:00:00 35A LCMSによるビタミンD分析の評価(東京慈恵医大　共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		851		08-MAY-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		851		プロジェクト番号:7L223735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		851		02-MAR-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		850		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		850		02-MAR-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		850		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		849		プロジェクト番号:7L224035A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		848		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		847		プロジェクト番号:7L224935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		847		03-JUL-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		847		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		846		02-DEC-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		846		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		845		06-JAN-2017 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		845		08-JAN-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		845		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		845		02-FEB-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		844		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		843		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		843		03-JUL-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		843		08-JAN-2019 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		843		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		843		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		842		02-AUG-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		842		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		842		02-FEB-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		842		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		842		02-AUG-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		840		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		839		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		839		02-FEB-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		838		03-JUL-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		837		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		836		08-JAN-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		836		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		835		02-JUN-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		835		08-MAY-2019 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		835		02-DEC-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		834		06-MAY-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		834		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		834		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		834		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		834		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		833		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		832		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		832		04-JUN-2019 00:00:00 35A 中国市場向け　LC-20AT高耐圧化の要素技術研究(予備研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		831		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		831		プロジェクト番号:7U217735A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		830		04-MAR-2019 00:00:00 35A C2MAP-2030の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		830		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		829		プロジェクト番号:7BS30335A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		829		04-JUN-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		829		06-JAN-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		829		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		829		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		828		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		827		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		827		02-JUN-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		827		02-APR-2019 00:00:00 35A 水質分析計の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		826		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		826		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		826		02-JUN-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		826		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		825		02-AUG-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		825		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		825		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		825		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		825		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		824		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		823		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		823		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		822		02-FEB-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		822		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		821		02-OCT-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		821		04-JUN-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		820		02-JUN-2017 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		820		04-JUN-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		819		02-MAR-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		818		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		818		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		818		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		817		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		817		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		817		04-DEC-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		817		04-SEP-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		817		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		817		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		817		05-JUL-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		816		04-APR-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		816		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		816		02-AUG-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		816		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		816		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		815		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		815		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		814		04-SEP-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		814		04-JUN-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		814		04-OCT-2016 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		814		プロジェクト番号:7L223735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		814		04-FEB-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		813		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		813		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		812		プロジェクト番号:7L302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		812		02-FEB-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		812		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		812		06-MAY-2016 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		811		プロジェクト番号:7LS23435A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		811		02-FEB-2018 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		811		プロジェクト番号:7B224035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		811		03-APR-2018 00:00:00 35A ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ濃縮導入装置Aqua PT6000ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞﾓﾃﾞﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		811		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		811		プロジェクト番号:7D220335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		811		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		811		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		810		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		810		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		810		04-MAR-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		810		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		809		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		807		03-OCT-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		805		02-NOV-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		805		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		805		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		805		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		804		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		804		プロジェクト番号:7B218135A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		803		06-MAY-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		803		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		803		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		802		プロジェクト番号:7L225935A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		802		プロジェクト番号:70204744A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		802		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		802		04-FEB-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		801		プロジェクト番号:7BS25335A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		801		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		801		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		801		06-MAY-2016 00:00:00 35A MassWorksｿﾌﾄｳｪｱ導入によるGCMSsolutionの機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		800		プロジェクト番号:7H261935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		800		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾐｸﾛLC-MS用ｶﾗﾑの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		800		04-FEB-2019 00:00:00 35A A業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		800		02-FEB-2017 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた岸和田市上下水道局との共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		800		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		799		03-JUL-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		799		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		799		02-MAR-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		798		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		798		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		798		04-DEC-2017 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		798		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		798		プロジェクト番号:7U213635A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		798		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		798		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		797		06-MAY-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		797		02-NOV-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		797		02-AUG-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		797		02-NOV-2016 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		796		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		795		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		795		04-OCT-2016 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH用ｾﾝｻﾕﾆｯﾄの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		794		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		794		プロジェクト番号:7D220935A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		794		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		794		02-JUL-2019 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		793		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		793		04-DEC-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		792		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		792		03-JUL-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		792		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		790		06-MAY-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのAOC-5000/6000対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		789		02-JUN-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO SQ向け製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		789		02-OCT-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		789		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		789		02-AUG-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		788		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		788		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		788		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		788		08-MAY-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		788		03-OCT-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		788		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		788		03-OCT-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		788		06-MAY-2016 00:00:00 35A LCMSﾚﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ委託開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		787		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		786		02-JUL-2019 00:00:00 35A 新しいソフトイオン化装置の製品開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		785		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		784		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		783		04-MAR-2019 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		783		04-APR-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		783		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		782		02-AUG-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		781		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		781		03-JUL-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		781		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		781		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		781		02-AUG-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		780		08-MAY-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		780		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		780		04-MAR-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		780		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		779		06-MAY-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		778		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		778		04-DEC-2017 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		778		04-FEB-2019 00:00:00 35A GC-MS/MS用高感度ｲｵﾝ源の要素技術研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		778		04-DEC-2017 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		778		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		777		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		777		04-MAR-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		777		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		776		04-FEB-2019 00:00:00 35A UV-1280の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		776		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		776		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		775		02-JUL-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		775		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		775		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		775		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		774		02-JUN-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		773		06-JAN-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		773		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		773		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		773		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		773		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		773		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		772		02-DEC-2016 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		772		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		772		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		772		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		771		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		771		02-FEB-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		771		02-AUG-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		770		02-AUG-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		770		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		770		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		770		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		770		プロジェクト番号:7Y208635A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		769		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		769		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		768		02-JUN-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		768		02-NOV-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		768		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		767		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		767		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		767		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		766		02-FEB-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		765		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		765		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		765		02-APR-2019 00:00:00 35A NexgenGC改良とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		765		06-MAY-2016 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		765		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		764		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		764		04-DEC-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		764		02-AUG-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		763		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		763		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		763		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		762		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		762		05-JUL-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		762		02-JUL-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		761		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		761		02-NOV-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		761		03-APR-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		761		03-OCT-2017 00:00:00 35A ﾍﾘｳﾑ置換対応機EDX-8100の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		760		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		760		04-JUN-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		759		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		759		08-MAY-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		759		04-DEC-2018 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		759		02-MAR-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		759		04-OCT-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		757		02-NOV-2018 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		757		02-MAR-2017 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		757		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		757		04-SEP-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		756		06-MAY-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		756		02-JUN-2016 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		756		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		755		08-MAY-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		755		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		755		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		754		08-JAN-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		754		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		753		02-JUN-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		753		08-JAN-2019 00:00:00 35A UV/RF機種RoHS10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		753		02-JUN-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		752		06-MAY-2016 00:00:00 35A GC-MSを用いた農薬ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築 -知の拠点重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 平成27年度の研究活動-		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		752		04-SEP-2017 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		752		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		751		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		751		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		750		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		750		04-JUN-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		749		プロジェクト番号:7DS20335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		749		02-FEB-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		748		04-APR-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		748		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		748		02-SEP-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		747		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		747		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		747		02-SEP-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		747		02-APR-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		746		09-JAN-2018 00:00:00 35A 臨床用医療機器市場向けLCオーブンのOEM対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		746		02-JUN-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのGC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		745		04-MAR-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		745		02-SEP-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		745		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		745		04-FEB-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		745		03-APR-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		745		02-AUG-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		745		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		743		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		742		04-SEP-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		742		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		741		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		741		04-FEB-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		740		プロジェクト番号:7U214835A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		740		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		740		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		740		09-JAN-2018 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		740		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		740		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		740		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		739		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		739		02-APR-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		739		06-MAY-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		737		02-FEB-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		737		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		736		04-FEB-2019 00:00:00 35A C2MAP-2030の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		736		02-APR-2019 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		736		02-SEP-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		736		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		736		04-SEP-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		735		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		735		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		735		04-MAR-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		735		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		735		03-APR-2018 00:00:00 35A ﾘｻｰﾁｸﾞﾚｰﾄﾞFTIRをﾍﾞｰｽにした特定分野向け専用FTIR開発のための調査研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		734		02-JUN-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		734		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		733		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		733		04-APR-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		732		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		732		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		732		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		731		04-DEC-2018 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		731		02-OCT-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		731		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		731		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		730		02-AUG-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		730		04-APR-2017 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		730		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		729		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		729		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		729		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		728		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		728		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		728		02-MAR-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		728		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		728		02-MAR-2018 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		727		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		727		04-SEP-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		727		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		726		02-MAR-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		725		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		725		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		725		02-NOV-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		724		04-DEC-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		724		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		724		プロジェクト番号:7U211635A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		723		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		723		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		722		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		722		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		721		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		721		04-DEC-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		721		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		721		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		721		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		720		04-OCT-2016 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		720		02-AUG-2016 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		720		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		720		07-MAY-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		719		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		719		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		719		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		719		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		719		08-JAN-2019 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		718		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		718		02-APR-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		718		05-JUL-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		718		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		717		02-AUG-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		716		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		716		02-JUN-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		715		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		715		プロジェクト番号:7A203135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		715		04-JUL-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		714		03-OCT-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		714		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		713		02-FEB-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		713		08-MAY-2019 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		713		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		713		プロジェクト番号:7YS07335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		713		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		713		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		712		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		712		08-JAN-2019 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		712		02-NOV-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		712		09-JAN-2018 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		712		02-NOV-2017 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		712		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		712		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		711		04-DEC-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		710		09-JAN-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		710		04-SEP-2018 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		710		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		709		04-JUN-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		708		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		708		08-JAN-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		707		プロジェクト番号:7LS24135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		707		02-JUN-2016 00:00:00 35A GCMS-TQﾊｲｴﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		707		04-OCT-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		706		09-JAN-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		706		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		704		プロジェクト番号:7A208935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		704		プロジェクト番号:7H264035A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		704		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		703		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		703		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		703		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		703		08-JAN-2019 00:00:00 44A I3_サンプリングモアレ法による平面ひずみ測定の予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		703		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		703		05-JUL-2016 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		702		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		702		プロジェクト番号:7D220135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		702		02-MAR-2018 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		702		04-DEC-2018 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		702		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		702		プロジェクト番号:7H325635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		702		02-MAR-2017 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		701		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		701		04-JUN-2019 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		701		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		700		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		700		04-JUN-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		700		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		700		02-APR-2019 00:00:00 35A MCE-202 MultiNAの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		700		プロジェクト番号:7L221235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		700		03-OCT-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		699		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		699		03-JUL-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		698		04-JUN-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		698		02-JUL-2019 00:00:00 35A 多機能ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗAOC-6000次期ﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		698		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		698		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		697		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		697		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		697		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		697		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		696		08-MAY-2019 00:00:00 35A ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ拡充を目的としたLC消耗品の要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		696		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		696		04-OCT-2016 00:00:00 35A 【SPM】高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄｽｷｬﾅの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		695		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		695		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		695		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		695		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		695		02-JUN-2016 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		694		02-NOV-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		694		02-FEB-2017 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		693		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		693		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		693		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのAOC-5000/6000対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		692		02-SEP-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		692		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		692		02-SEP-2016 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		692		07-MAY-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		692		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		692		02-FEB-2018 00:00:00 35A PPSQ-51A/53Aグラジエント対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		692		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		692		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		692		02-JUN-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		691		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		691		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		690		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		690		04-OCT-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		690		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		690		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		689		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		689		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		689		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		689		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		689		02-NOV-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		689		02-NOV-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		689		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		688		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		688		02-NOV-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		688		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		687		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		687		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		687		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		687		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		686		02-OCT-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		686		02-SEP-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		686		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		686		02-DEC-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		686		02-APR-2019 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		686		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		684		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		684		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		684		02-SEP-2016 00:00:00 35A YPS製FEｴﾐｯﾀの評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		684		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		683		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		683		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		683		プロジェクト番号:7BS22535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		683		02-FEB-2018 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		682		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		682		08-MAY-2019 00:00:00 35A A業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		682		08-JAN-2019 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		681		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		681		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		681		04-APR-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		681		プロジェクト番号:7A209535A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		680		08-MAY-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		680		04-OCT-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		680		02-AUG-2016 00:00:00 35A LCMS-8045の全世界対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		679		06-JAN-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		679		02-AUG-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		679		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		679		02-SEP-2016 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		678		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		678		03-OCT-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		678		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		678		09-JAN-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		678		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		678		04-JUL-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		678		06-JAN-2017 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		678		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		678		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		677		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		677		04-SEP-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		677		05-JUL-2016 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		677		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		677		04-SEP-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		677		08-MAY-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		676		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		676		02-JUL-2019 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		675		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		675		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		675		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		675		02-NOV-2016 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		674		プロジェクト番号:7L223735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		673		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		673		02-DEC-2016 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		673		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		673		04-SEP-2017 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		673		02-JUN-2017 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		672		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		672		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		671		02-NOV-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ溶出試験用　溶出試験機の開発(OEM) (開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		670		02-AUG-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		670		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		669		02-JUN-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのAOC-5000/6000対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		669		プロジェクト番号:7B221635A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		669		04-DEC-2017 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		669		02-DEC-2016 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		669		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		669		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		669		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		668		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		668		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		668		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		668		プロジェクト番号:7A310135A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		667		02-NOV-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		667		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		667		プロジェクト番号:7B222535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		667		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		667		プロジェクト番号:7D220135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		666		03-APR-2018 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		666		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		666		03-APR-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		666		02-JUN-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		666		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		666		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		665		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		664		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		664		04-DEC-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		664		08-MAY-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		663		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		663		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		663		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		663		プロジェクト番号:7B221635A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		663		05-JUL-2016 00:00:00 35A ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ質量分析技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		663		04-SEP-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		663		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		662		プロジェクト番号:7B230635A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		661		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		661		03-APR-2018 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		661		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		660		04-OCT-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		660		02-JUN-2016 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		659		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		659		プロジェクト番号:7U214835A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		659		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		659		02-FEB-2017 00:00:00 35A nSMOL Antibody BAｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		659		02-MAR-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		658		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		658		04-APR-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		658		プロジェクト番号:70205444A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		658		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		658		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		658		03-APR-2018 00:00:00 35A 排ｶﾞｽ分析計用CPUﾎﾞｰﾄﾞの再設計		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		658		04-DEC-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		657		04-MAR-2019 00:00:00 44A I4_大容量電気モータ式加振機（NJ-SERVO)のCE対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		656		02-MAR-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		656		02-OCT-2018 00:00:00 35A 熱処理不要のﾉﾛｳｨﾙｽ検出試薬ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		656		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		656		04-SEP-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		656		02-AUG-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		654		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		654		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		654		02-NOV-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		653		09-JAN-2018 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		653		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		652		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		652		06-MAY-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品凝集体分析用Asymmetric Flow Field Flow Fractionation(AF4)の制御系開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		651		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		651		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		651		04-DEC-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		651		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		651		07-MAY-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		650		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		650		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		650		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		650		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		650		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		649		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		649		04-APR-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		649		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		649		02-JUL-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		648		プロジェクト番号:7L217835A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		648		02-APR-2019 00:00:00 35A 多機能ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗAOC-6000次期ﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		648		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		648		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		648		02-MAR-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		647		04-JUN-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		647		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		646		02-NOV-2016 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		646		07-MAY-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		646		08-JAN-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		645		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		645		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		645		02-JUL-2019 00:00:00 35A 上皿天びん(UW/UVｼﾘｰｽﾞ)のﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		645		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		645		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		645		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		645		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		644		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		644		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		644		07-MAY-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		644		02-MAR-2017 00:00:00 35A nSMOL Antibody BAｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		643		02-APR-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		643		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		643		02-MAR-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		643		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		643		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		642		02-JUN-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		642		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		642		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		642		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		642		プロジェクト番号:7Y208535A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		641		04-MAR-2019 00:00:00 44A I7_次期高速度ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ向け仕様に関する予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		641		04-JUL-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		641		02-AUG-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		641		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		641		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		641		08-MAY-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		641		04-JUN-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		640		03-JUL-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		640		04-DEC-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		640		プロジェクト番号:7LS26635A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		639		04-JUN-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		639		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		639		02-NOV-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		639		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		639		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		639		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		638		02-AUG-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		637		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		637		04-MAR-2019 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		637		04-APR-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		637		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		637		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		636		02-NOV-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		636		02-MAR-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		636		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		636		02-SEP-2016 00:00:00 35A 免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		635		04-FEB-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		635		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		635		04-FEB-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		635		02-MAR-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		634		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		633		02-APR-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		633		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		633		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		632		06-MAY-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		632		02-JUN-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品凝集体分析用Asymmetric Flow Field Flow Fractionation(AF4)の制御系開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		632		02-SEP-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		632		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		632		06-MAY-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		632		02-JUN-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		632		プロジェクト番号:7Q306035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		632		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		631		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		630		02-FEB-2018 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		630		04-JUN-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		630		08-MAY-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		629		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		629		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		629		06-JAN-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		629		04-JUL-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		628		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		628		プロジェクト番号:7U212635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		628		02-APR-2019 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		628		04-JUL-2017 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		627		06-MAY-2016 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(国立循環器病ｾﾝﾀｰ 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		627		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		627		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		627		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		626		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		626		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		626		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		626		04-FEB-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		625		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		625		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		625		プロジェクト番号:7D220635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		625		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		625		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		624		02-JUL-2019 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		624		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		624		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		624		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		623		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		622		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		622		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		622		04-JUL-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		622		04-SEP-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		621		08-MAY-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		621		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		621		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		621		プロジェクト番号:7LS25435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		620		08-MAY-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		620		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		619		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		619		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		619		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		619		02-JUN-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		619		02-JUN-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		619		06-MAY-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		619		02-DEC-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		619		02-AUG-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		619		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		619		02-AUG-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		619		02-AUG-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		618		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		618		プロジェクト番号:70205544A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		618		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		618		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		617		02-FEB-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		617		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		617		08-MAY-2019 00:00:00 35A ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻを用いた修飾ｱﾐﾉ酸分析法の開発（大阪大学との共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		617		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		617		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		616		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		616		プロジェクト番号:7Q302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		616		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		615		08-MAY-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		615		04-DEC-2018 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		615		02-FEB-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		615		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		615		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		615		02-NOV-2016 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		615		04-JUN-2019 00:00:00 35A 上皿天びん(UW/UVｼﾘｰｽﾞ)のﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		614		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		614		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		614		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		614		04-JUN-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		614		04-APR-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		612		02-MAR-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		612		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		612		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		612		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		612		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		612		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		612		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		611		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		611		06-MAY-2016 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		610		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		610		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		610		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		610		08-JAN-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		610		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		609		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		609		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのAOC-5000/6000対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		609		04-APR-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		609		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		609		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		609		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		608		04-JUN-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		608		02-MAR-2017 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		608		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		608		03-OCT-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		608		08-MAY-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		607		03-APR-2018 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		607		04-MAR-2019 00:00:00 35A I1_応力発光技術を用いたﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ耐久試験ｼｽﾃﾑの試作(ﾕｱｻｼｽﾃﾑ機器との共同研)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		607		08-MAY-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		606		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		606		プロジェクト番号:7B218135A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		606		06-MAY-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		606		04-APR-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		605		04-APR-2017 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		605		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		605		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		605		02-NOV-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		605		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		604		03-APR-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		604		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		604		02-AUG-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		604		03-APR-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		604		04-APR-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		603		04-SEP-2017 00:00:00 44A I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		603		02-FEB-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		603		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		603		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		603		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		603		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		602		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		602		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		602		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		602		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		601		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		601		03-OCT-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		601		03-APR-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		601		02-FEB-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		601		04-JUL-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		600		08-MAY-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応品質管理ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		600		02-NOV-2016 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		600		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		600		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		600		04-FEB-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		600		02-JUN-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		599		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		599		04-APR-2017 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		599		02-FEB-2017 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		598		プロジェクト番号:7L302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		598		04-JUN-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		598		02-OCT-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		598		02-APR-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		597		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		597		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		597		06-MAY-2016 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		597		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		596		02-SEP-2016 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		596		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		596		02-APR-2019 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		595		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		595		04-APR-2017 00:00:00 35A 中国中級GC市場向けｷｬﾋﾟﾗﾘ専用GC装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		595		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		595		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		595		02-FEB-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		595		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		595		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		594		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		594		02-APR-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		594		02-APR-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤(ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸)/抗血液凝固薬分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		594		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		594		02-JUN-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		593		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		592		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		592		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		592		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		591		02-NOV-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		591		プロジェクト番号:7Q301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		591		プロジェクト番号:7B223435A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		591		04-FEB-2019 00:00:00 44A I7_次期高速度ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ向け仕様に関する予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		591		プロジェクト番号:7B218235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		590		04-SEP-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		590		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		590		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		590		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		589		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		589		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		589		03-JUL-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		589		08-MAY-2019 00:00:00 35A 電子天びんの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		588		02-DEC-2016 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		588		09-JAN-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		588		08-JAN-2019 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		588		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		588		07-MAY-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		587		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		587		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		587		プロジェクト番号:7Q322735A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		586		プロジェクト番号:7U217835A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		586		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		586		04-DEC-2018 00:00:00 35A 抹茶の認知機能低下抑制効果を評価する試験（伊藤園、MCBIとの共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		586		02-APR-2019 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		585		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		585		04-DEC-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		585		02-AUG-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		585		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		584		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		584		08-MAY-2019 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		583		02-JUL-2019 00:00:00 35A ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ拡充を目的としたLC消耗品の要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		582		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		582		プロジェクト番号:7L226435A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		582		08-JAN-2019 00:00:00 35A 脂質ﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVersion 3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		582		06-JAN-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		581		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		581		08-MAY-2019 00:00:00 35A I1_応力発光技術を用いたﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ耐久試験ｼｽﾃﾑの試作(ﾕｱｻｼｽﾃﾑ機器との共同研)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		581		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		581		04-JUN-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		581		02-NOV-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		581		04-DEC-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		580		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		580		04-DEC-2017 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		580		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		580		04-JUL-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		580		02-MAR-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		580		04-MAR-2019 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		579		02-MAR-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		579		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		579		02-JUN-2016 00:00:00 35A AED(原子発光検出器)前段に取り付ける熱分解部開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		579		02-JUN-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		579		05-JUL-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		578		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		577		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		577		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		577		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		577		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		577		04-OCT-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		577		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		576		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		575		04-OCT-2016 00:00:00 35A GCMS-TQﾊｲｴﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		575		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		575		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		575		09-JAN-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		575		06-JAN-2017 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		575		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		575		02-FEB-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		575		プロジェクト番号:7D220335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		575		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		575		04-MAR-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		575		04-MAR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-30AD後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		575		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		574		02-AUG-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		574		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		574		03-APR-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		574		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		573		02-AUG-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		573		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		573		02-JUN-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		572		02-JUN-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		572		02-NOV-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		572		04-JUL-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		572		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		571		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		570		08-MAY-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		570		04-SEP-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		569		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		569		02-JUN-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		569		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		569		03-OCT-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		569		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		569		04-DEC-2017 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		568		04-JUN-2019 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		568		04-APR-2017 00:00:00 35A 異物分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		568		04-DEC-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		568		04-DEC-2018 00:00:00 44A I3_サンプリングモアレ法による平面ひずみ測定の予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		568		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		568		05-JUL-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		567		02-NOV-2018 00:00:00 44A I3_サンプリングモアレ法による平面ひずみ測定の予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		567		04-FEB-2019 00:00:00 44A I3_サンプリングモアレ法による平面ひずみ測定の予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		567		08-MAY-2019 00:00:00 35A 他社製CDS用GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのSCD対応開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		567		02-AUG-2016 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(2/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		567		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		567		02-FEB-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		567		04-APR-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		566		02-NOV-2018 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		566		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		566		02-NOV-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		566		02-SEP-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		566		02-NOV-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		566		02-NOV-2016 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		566		02-FEB-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		565		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		565		04-SEP-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		564		02-SEP-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		564		04-OCT-2016 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		564		プロジェクト番号:7U212635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		564		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		564		03-APR-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		564		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		563		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		563		02-JUN-2017 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		563		プロジェクト番号:70205544A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		563		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		563		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		562		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		562		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		562		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		562		04-DEC-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		562		04-SEP-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		561		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		561		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		561		02-NOV-2018 00:00:00 35A ICPMSのEL対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		561		02-MAR-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		561		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		561		02-SEP-2016 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		561		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		560		02-SEP-2016 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		560		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		560		02-NOV-2016 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		560		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		560		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		559		02-MAR-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		559		06-MAY-2016 00:00:00 35A ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ質量分析技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		559		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		559		04-APR-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		559		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		559		07-MAY-2018 00:00:00 35A 車ｼｰﾄからﾏﾙﾁﾓｰﾀﾞﾙ刺激を与えたときの快適性評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		559		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		558		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		558		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		558		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		558		02-MAR-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		558		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		558		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		558		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		558		02-NOV-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		558		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		557		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		557		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		557		08-MAY-2019 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		557		07-MAY-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		557		02-NOV-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		557		02-NOV-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		557		02-NOV-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		556		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		556		03-JUL-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		556		03-APR-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		556		02-MAR-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		556		02-FEB-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		556		04-JUN-2018 00:00:00 35A 混合物のﾘｽｸ評価に用いる分析基盤の構築		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		555		02-MAR-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		555		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		555		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		555		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		555		プロジェクト番号:7L224035A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		555		02-APR-2019 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		555		02-DEC-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		555		02-NOV-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		554		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		554		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		554		プロジェクト番号:7LS25435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		554		09-JAN-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		554		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		554		04-JUN-2018 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		553		02-APR-2019 00:00:00 44A I7_次期高速度ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ向け仕様に関する予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		553		07-MAY-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		553		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		553		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		552		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		552		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		552		プロジェクト番号:7L217435A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		552		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		551		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		551		06-JAN-2017 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		550		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		549		03-OCT-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		549		07-MAY-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		549		03-OCT-2017 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		549		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		549		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		548		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		548		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		548		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		548		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		548		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		547		04-SEP-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		547		プロジェクト番号:7A208735A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		546		02-NOV-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		546		03-JUL-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		546		04-SEP-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		546		02-AUG-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		546		02-NOV-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		546		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		545		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		544		02-OCT-2018 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		544		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		544		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		544		02-MAR-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		544		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		544		03-JUL-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		543		02-OCT-2018 00:00:00 44A I3_サンプリングモアレ法による平面ひずみ測定の予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		543		04-SEP-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		543		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		543		04-JUN-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		542		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		542		09-JAN-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		542		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		542		04-SEP-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		542		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		542		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		542		07-MAY-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		542		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		542		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		541		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		541		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		541		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		541		04-JUN-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		540		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		540		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		540		02-AUG-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		540		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		539		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		539		02-MAR-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		539		02-AUG-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		539		02-AUG-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		539		04-MAR-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		539		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		538		04-JUN-2019 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		538		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		538		09-JAN-2018 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		538		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		537		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		537		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		537		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		536		08-MAY-2019 00:00:00 35A GC-MS/MS用高感度ｲｵﾝ源の要素技術研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		536		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		535		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		535		04-APR-2017 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		535		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		535		06-JAN-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		535		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		534		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		534		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		534		03-APR-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		534		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		534		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		534		02-DEC-2016 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		534		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		534		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		534		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		533		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		533		04-FEB-2019 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		533		プロジェクト番号:7US14235A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		533		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		533		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		532		02-JUN-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		532		05-JUL-2016 00:00:00 35A 応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		532		02-JUN-2016 00:00:00 35A 【SPM】高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄｽｷｬﾅの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		532		02-AUG-2017 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		532		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		532		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		532		06-MAY-2016 00:00:00 35A 湿式ｲﾝﾗｲﾝTOC計の要素技術確立(装置構成要素の設計･検討)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		531		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		531		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		530		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		530		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		530		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		530		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		530		04-MAR-2019 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		530		02-JUN-2016 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		529		05-JUL-2016 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		529		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		529		03-JUL-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		529		03-JUL-2018 00:00:00 35A C2MAP改良に向けた調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		528		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		528		04-JUN-2019 00:00:00 35A PPSQ,fNIRSの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		528		04-JUL-2017 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		528		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		527		02-OCT-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		527		04-SEP-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		527		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		526		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		526		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		526		02-AUG-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		526		04-JUN-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		526		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		525		02-JUN-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		525		02-NOV-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		525		04-SEP-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		524		02-FEB-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		524		04-DEC-2018 00:00:00 35A ICPMSのEL対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		524		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		524		08-MAY-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		524		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		523		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		523		04-APR-2017 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		523		04-JUN-2019 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		522		04-JUN-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		522		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		522		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		522		04-JUN-2019 00:00:00 35A EPMA-8050G 電子銃電源の代替品の評価		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		521		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		521		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		521		02-FEB-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		521		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		520		03-OCT-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		520		02-NOV-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		520		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		520		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		520		02-JUL-2019 00:00:00 35A I1_応力発光技術を用いたﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ耐久試験ｼｽﾃﾑの試作(ﾕｱｻｼｽﾃﾑ機器との共同研)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		520		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		519		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		519		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		518		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾗﾎﾞ 添加剤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの島津ﾌｫｰﾏｯﾄ版の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		518		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		518		04-DEC-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		517		04-APR-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		517		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		517		04-JUN-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		516		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		516		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		516		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		515		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		515		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		515		02-AUG-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		515		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		515		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		515		02-OCT-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		515		プロジェクト番号:7H264935A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		514		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		514		04-JUN-2019 00:00:00 35A EDX機種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		514		04-JUN-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		514		プロジェクト番号:7U214735A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		514		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		513		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		513		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		513		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		512		02-AUG-2018 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		512		06-JAN-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		512		05-JUL-2016 00:00:00 35A Prominence，NexeraのCFDA対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		512		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		511		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		511		02-AUG-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		511		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		511		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		511		プロジェクト番号:7A305035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		510		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		510		プロジェクト番号:7LS16935A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		510		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		510		プロジェクト番号:7DS20535A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		510		04-APR-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		510		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		510		04-SEP-2018 00:00:00 35A HS-20ｼﾘｰｽﾞのUL/CSA認証対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		510		09-JAN-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		510		プロジェクト番号:7H264035A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		510		プロジェクト番号:7B230735A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		510		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		510		プロジェクト番号:7B223435A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		509		02-JUL-2019 00:00:00 35A 低価格ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		509		02-JUN-2017 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		509		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		508		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		508		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		508		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		508		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		508		02-NOV-2017 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		508		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		508		08-MAY-2019 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		508		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		508		プロジェクト番号:7B224835A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		507		プロジェクト番号:7A209535A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		507		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		507		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		506		04-FEB-2019 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		506		04-JUN-2019 00:00:00 35A I1_応力発光技術を用いたﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ耐久試験ｼｽﾃﾑの試作(ﾕｱｻｼｽﾃﾑ機器との共同研)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		506		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		506		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		506		プロジェクト番号:7Q306035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		506		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		506		04-OCT-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		506		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		506		プロジェクト番号:7D220635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		506		02-JUN-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		505		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		505		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		504		02-MAR-2018 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		504		02-AUG-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		504		03-JUL-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		504		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		504		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		504		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		504		02-MAR-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		503		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		503		02-MAR-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		503		02-FEB-2018 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		503		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		503		プロジェクト番号:7YS08435A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		503		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		503		04-MAR-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		503		02-OCT-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		502		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		502		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		502		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		502		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾍﾘｳﾑ置換対応機EDX-8100の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		501		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		501		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		501		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		501		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		500		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		500		03-APR-2018 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ医薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		500		05-JUL-2016 00:00:00 35A AED(原子発光検出器)前段に取り付ける熱分解部開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		500		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		500		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		500		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		500		02-FEB-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		500		プロジェクト番号:7Y208735A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		500		02-AUG-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		499		08-MAY-2019 00:00:00 44A I7_次期高速度ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ向け仕様に関する予備研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		499		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		499		04-OCT-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		499		06-MAY-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		499		06-MAY-2016 00:00:00 35A 応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		499		06-JAN-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		499		04-APR-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		499		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		499		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		499		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		499		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		498		04-JUL-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		498		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		498		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		498		プロジェクト番号:70S24044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		497		02-MAR-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		497		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		496		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		496		08-JAN-2019 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step2)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		496		04-DEC-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		495		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		495		04-JUN-2019 00:00:00 35A AI技術を用いたAQbD対応型LCﾒｿｯﾄﾞ開発ｿﾌﾄｳｪｱの開発(要素開発)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		495		04-MAR-2019 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		495		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		495		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		494		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		494		08-MAY-2017 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		494		07-MAY-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		494		02-AUG-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		494		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		493		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		493		04-DEC-2017 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		493		プロジェクト番号:7LS25435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		493		02-SEP-2016 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		493		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		493		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		493		04-DEC-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		492		02-NOV-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		492		02-OCT-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		492		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		492		04-MAR-2019 00:00:00 35A 次期GC-MS(MS-NT)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		492		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		492		02-FEB-2017 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		492		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		492		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		491		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		491		02-JUL-2019 00:00:00 35A 電子天びんの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		491		プロジェクト番号:7L217435A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		491		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		491		プロジェクト番号:7U212735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		491		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		490		08-MAY-2019 00:00:00 35A 水質分析計のWebﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基板製造中止対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		490		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		490		02-NOV-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		490		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		490		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		490		02-OCT-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		490		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		490		08-MAY-2017 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		490		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		490		04-DEC-2018 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		490		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		490		04-FEB-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		489		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		489		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		489		02-FEB-2017 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		489		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		489		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		489		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		489		03-OCT-2017 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		489		04-JUN-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		488		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		488		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		488		02-APR-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		487		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		487		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		487		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		487		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		486		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		486		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		486		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		486		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		486		08-MAY-2019 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis 機能拡張		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		486		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		485		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		485		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		485		プロジェクト番号:7BS30335A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		485		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		484		04-JUL-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		484		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		484		04-MAR-2019 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		484		02-APR-2019 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		484		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		484		04-JUN-2019 00:00:00 35A 多機能ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗAOC-6000次期ﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		484		04-JUN-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		483		08-MAY-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		483		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		483		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		483		04-DEC-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		483		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		483		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		483		プロジェクト番号:7L223835A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		483		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		482		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		482		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		482		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		482		09-JAN-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		481		プロジェクト番号:7L222035A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		481		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		481		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		481		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		480		04-JUN-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		480		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		480		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		480		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		480		04-FEB-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		479		05-JUL-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		479		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		479		プロジェクト番号:7A203135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		479		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		478		04-OCT-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		478		04-SEP-2018 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		478		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		478		02-NOV-2016 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		478		02-SEP-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		478		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		478		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		478		プロジェクト番号:7L223435A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		478		02-FEB-2017 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		477		02-JUN-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		477		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		477		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		477		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		477		04-SEP-2018 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		477		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		477		02-APR-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		477		03-OCT-2017 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		477		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		476		プロジェクト番号:7L224835A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		476		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		476		02-MAR-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		476		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		476		04-OCT-2016 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		476		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		476		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		476		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		475		02-MAR-2017 00:00:00 35A 複数のﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞを活用した多角的なﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽﾃﾞｰﾀへの応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		475		02-AUG-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		474		プロジェクト番号:70204744A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		474		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		474		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		474		04-FEB-2019 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		473		04-JUN-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		473		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		473		プロジェクト番号:7B223435A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		473		03-OCT-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		473		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		473		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		473		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		473		04-OCT-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		473		02-NOV-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		473		02-NOV-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		472		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		472		02-NOV-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		472		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		472		02-MAR-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		472		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		472		04-SEP-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		472		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		472		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		471		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		471		07-MAY-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		471		03-OCT-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		471		02-AUG-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		471		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		471		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		471		02-APR-2019 00:00:00 35A ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻを用いた修飾ｱﾐﾉ酸分析法の開発（大阪大学との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		470		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		470		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄのCE-IVD対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		470		プロジェクト番号:7Q302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		470		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		469		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		469		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		469		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		469		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		468		プロジェクト番号:7Y208535A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		468		02-MAR-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		468		04-SEP-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		468		02-AUG-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		468		02-OCT-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		468		09-JAN-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		468		プロジェクト番号:7D220335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		468		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		468		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		468		02-JUL-2019 00:00:00 35A PPSQ,fNIRSの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		468		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		468		04-FEB-2019 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		467		プロジェクト番号:7B224335A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		467		プロジェクト番号:7YS08435A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		467		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		467		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		466		プロジェクト番号:7L216435A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		466		03-APR-2018 00:00:00 35A DPiMS-2020 CL 薬機法ｸﾗｽⅠ登録		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		466		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		466		プロジェクト番号:70600244A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		466		プロジェクト番号:7B223735A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		466		02-JUN-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		466		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		465		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		465		04-OCT-2016 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		464		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		464		04-OCT-2016 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		464		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		464		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		463		02-AUG-2017 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		463		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		463		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		463		04-DEC-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		463		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		463		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		463		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		463		08-MAY-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		463		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		462		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		462		プロジェクト番号:7YS08435A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		462		02-NOV-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		462		プロジェクト番号:7U214335A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		462		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		461		02-JUL-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		461		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発　step2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		461		04-OCT-2016 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		460		02-JUN-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品血中濃度定量用iMRM Antibodyの開発と製造委託		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		460		02-AUG-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		460		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		460		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		460		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		460		04-MAR-2019 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		459		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		459		02-JUN-2016 00:00:00 35A 応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		459		08-MAY-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		459		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		459		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		459		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		459		02-FEB-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		458		08-MAY-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		458		プロジェクト番号:7U217335A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		458		03-OCT-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		458		02-FEB-2018 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		458		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		458		プロジェクト番号:7Y208535A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		458		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		458		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		457		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		457		プロジェクト番号:7L218635A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		457		08-MAY-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		457		04-JUL-2017 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		457		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		457		04-JUN-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		457		06-MAY-2016 00:00:00 35A ｲﾝﾄﾞ向けNSA-3080A2の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		457		04-DEC-2018 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		457		プロジェクト番号:7L224935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		457		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		457		04-SEP-2017 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		457		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		457		02-MAR-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		457		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		457		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		457		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		456		02-MAR-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		456		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		456		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		456		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		456		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		456		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		456		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		456		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		455		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		455		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		455		02-APR-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		455		06-JAN-2017 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		454		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		454		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		454		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		454		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		454		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		454		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		453		03-OCT-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		453		02-JUN-2016 00:00:00 35A LCMS-8040の感度向上機LCMS-8045の開発およびLCMS-8060へのｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		453		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		453		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		453		02-NOV-2016 00:00:00 35A 高圧ｶﾞｽ保安法施行令改正対応Nexera UCの機能改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		452		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		452		04-OCT-2016 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		452		02-NOV-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		452		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		452		02-NOV-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		451		プロジェクト番号:7Q204635A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		451		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		451		02-JUN-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		451		プロジェクト番号:7Q322735A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		451		09-JAN-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		450		02-AUG-2018 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		450		04-JUN-2019 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		450		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		450		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		450		04-SEP-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		450		04-APR-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		450		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		450		06-MAY-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		449		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		449		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		449		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		449		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		449		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		448		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		448		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		448		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		448		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		447		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		447		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		447		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		447		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		447		02-FEB-2017 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		447		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		446		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		446		06-MAY-2016 00:00:00 35A OpenLAB2対応RC.NETﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		446		06-MAY-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		446		03-OCT-2017 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		446		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutions Balanceの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		445		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		445		02-AUG-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		445		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		445		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		445		02-NOV-2018 00:00:00 35A LCMS-9030性能向上機の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		444		04-DEC-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		444		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		444		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		444		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		444		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		444		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		444		02-NOV-2018 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		444		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		443		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		443		04-FEB-2019 00:00:00 35A UV-3600/SS-3700及び専用付属品RoHS対応,UV-3600及び専用付属品ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		443		02-FEB-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		443		02-AUG-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		443		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		443		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		443		06-JAN-2017 00:00:00 35A 近赤外光脳機能ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞSMARTNIRS 中国薬事認証への対応(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		443		02-SEP-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		442		02-JUL-2019 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		442		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		442		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		442		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		441		03-APR-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		441		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		441		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		441		08-MAY-2019 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		441		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		441		02-AUG-2016 00:00:00 35A 応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		441		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		441		04-MAR-2019 00:00:00 35A ﾄﾘﾌﾟﾙ四重極型質量分析計を用いた食品ｱﾚﾙｷﾞｰMRMﾗｲﾌﾞﾗﾘの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		440		04-SEP-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		440		09-JAN-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		440		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		440		04-JUL-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		440		02-DEC-2016 00:00:00 35A 【SPM】高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄｽｷｬﾅの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		440		08-JAN-2019 00:00:00 35A GC-MS/MS用高感度ｲｵﾝ源の要素技術研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		440		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		439		05-JUL-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		439		04-OCT-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		439		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		439		04-DEC-2018 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		438		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		438		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		438		07-MAY-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		438		04-DEC-2018 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		437		プロジェクト番号:7B223435A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		437		02-FEB-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		437		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		437		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		437		06-MAY-2016 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		437		04-DEC-2018 00:00:00 44A I7_次期高速度ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ向け仕様に関する予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		436		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		436		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		436		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		436		04-OCT-2016 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		436		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		436		08-MAY-2019 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素開発（ﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟの開発）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		435		09-JAN-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		435		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		435		プロジェクト番号:7B219735A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		435		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		435		02-APR-2019 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		434		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		434		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		434		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		433		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		433		02-AUG-2016 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		433		プロジェクト番号:7D220135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		433		02-MAR-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		433		02-AUG-2016 00:00:00 35A 免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		433		04-JUN-2018 00:00:00 35A C2MAP改良に向けた調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		433		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		432		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		432		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		431		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		431		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		431		プロジェクト番号:7L216935A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		431		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		431		08-JAN-2019 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		431		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		431		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		431		04-MAR-2019 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		431		04-JUN-2019 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		431		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		431		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		430		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		430		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		430		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		430		04-DEC-2018 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		430		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		430		02-FEB-2017 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		429		02-FEB-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		429		02-FEB-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		429		04-SEP-2017 00:00:00 35A PPSQ-51A/53Aグラジエント対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		429		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		429		08-JAN-2019 00:00:00 35A C2MAP-2030の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		429		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		428		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		427		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		426		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		426		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		426		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		426		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		425		02-AUG-2018 00:00:00 35A DPiMS-2020 CL 薬機法ｸﾗｽⅠ登録		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		425		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾗﾎﾞ 添加剤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの島津ﾌｫｰﾏｯﾄ版の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		425		02-MAR-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		425		06-MAY-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		425		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		425		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		425		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		424		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		424		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		424		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		424		04-MAR-2019 00:00:00 35A GC-MS/MS用高感度ｲｵﾝ源の要素技術研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		424		プロジェクト番号:7L224035A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		424		09-JAN-2018 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		423		04-APR-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		423		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		423		03-JUL-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		423		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾍﾘｳﾑ置換対応機EDX-8100の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		423		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		423		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		423		プロジェクト番号:7LS20735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		423		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		423		03-APR-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		423		02-DEC-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		423		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		422		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		422		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		422		プロジェクト番号:70205444A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		422		08-JAN-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		422		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		422		02-FEB-2017 00:00:00 35A 免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		421		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		421		04-DEC-2017 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		421		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		421		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		421		04-APR-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		421		プロジェクト番号:7L221035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		421		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		421		04-SEP-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		420		プロジェクト番号:7L223435A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		420		04-MAR-2019 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		420		02-APR-2019 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		419		02-FEB-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		419		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		419		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		419		06-MAY-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		419		04-APR-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		419		02-NOV-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		419		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		419		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		419		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		419		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		419		07-MAY-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		418		プロジェクト番号:7H324835A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		418		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		418		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		418		02-APR-2019 00:00:00 35A I1_応力発光技術を用いたﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ耐久試験ｼｽﾃﾑの試作(ﾕｱｻｼｽﾃﾑ機器との共同研)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		417		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		417		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		417		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		417		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		417		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		417		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		416		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		416		04-JUN-2019 00:00:00 35A 細胞観察装置に関する調査研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		416		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		416		04-DEC-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		416		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		416		02-AUG-2016 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		416		08-JAN-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		416		04-JUN-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		415		プロジェクト番号:7A208735A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		415		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		415		04-SEP-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		415		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		415		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		415		04-MAR-2019 00:00:00 35A ICPMSのEL対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		415		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		415		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		414		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		414		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		414		プロジェクト番号:7D220135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		414		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		414		03-JUL-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		414		プロジェクト番号:7U215135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		414		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		414		プロジェクト番号:7B223435A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		413		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		413		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		413		02-OCT-2018 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		413		03-JUL-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		413		02-FEB-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		413		03-JUL-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		413		02-JUN-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのWindows10対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		413		02-DEC-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		412		02-JUN-2017 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		412		02-MAR-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		412		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		412		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		412		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		412		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		412		04-DEC-2017 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		412		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		412		02-NOV-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		411		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		411		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		411		04-DEC-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		411		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		411		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		411		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		411		02-NOV-2018 00:00:00 35A KERN社向け　分析天びん(ABPｼﾘｰｽﾞ)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		411		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		411		04-DEC-2018 00:00:00 35A ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻを用いた修飾ｱﾐﾉ酸分析法の開発（大阪大学との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		411		02-NOV-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		410		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		410		プロジェクト番号:7L225235A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		410		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		410		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		410		03-APR-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		410		02-MAR-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		409		プロジェクト番号:7D300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		409		02-FEB-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		409		02-MAR-2018 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		409		08-MAY-2017 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		409		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		408		04-JUN-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		408		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		408		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		408		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		408		プロジェクト番号:7U215535A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		408		プロジェクト番号:7BS20335A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		408		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		408		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		407		02-APR-2019 00:00:00 44A I4_大容量電気モータ式加振機（NJ-SERVO)のCE対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		407		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		407		プロジェクト番号:7L225935A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		407		プロジェクト番号:7B222535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		407		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		407		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		406		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		406		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		406		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		406		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		406		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		406		06-JAN-2017 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		406		04-APR-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		406		06-JAN-2017 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		406		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		406		プロジェクト番号:7LS25435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		405		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		405		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		405		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		405		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		405		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		405		02-FEB-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		405		02-AUG-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		405		02-SEP-2016 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		404		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		404		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		404		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		404		02-AUG-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		404		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		404		08-MAY-2017 00:00:00 35A ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾗﾎﾞ 添加剤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの島津ﾌｫｰﾏｯﾄ版の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		404		04-SEP-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		404		04-SEP-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		403		02-APR-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		403		08-MAY-2019 00:00:00 35A C2MAP-2030の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		403		02-FEB-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		403		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		403		02-SEP-2016 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		403		02-AUG-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		403		03-APR-2018 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		402		02-AUG-2018 00:00:00 35A HS-20ｼﾘｰｽﾞのUL/CSA認証対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		402		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		402		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		402		プロジェクト番号:7A209735A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		402		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		402		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		402		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		402		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		401		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		401		02-AUG-2016 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		401		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		401		08-JAN-2019 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		401		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		401		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		400		04-JUN-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		400		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		400		プロジェクト番号:7D220335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		400		08-JAN-2019 00:00:00 44A I3_ボーイング向けTRAPEZIUMXの機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		400		02-APR-2019 00:00:00 35A EDX機種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		400		04-MAR-2019 00:00:00 35A PPSQ,fNIRSの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		400		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		399		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		399		02-AUG-2017 00:00:00 35A 異物分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		399		02-AUG-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		399		02-NOV-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		399		02-MAR-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		399		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		399		04-DEC-2018 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		399		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		399		04-APR-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		399		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		399		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		399		プロジェクト番号:7L327835A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		399		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		399		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		398		03-APR-2018 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻの実試料での検証と事例蓄積		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		398		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		398		プロジェクト番号:7A310135A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		398		04-SEP-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		397		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC改正中国RoHS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		397		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		397		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		397		08-MAY-2019 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		396		08-JAN-2019 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		396		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		396		09-JAN-2018 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		396		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		395		06-JAN-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		395		02-MAR-2018 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		395		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		395		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		395		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		394		02-NOV-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		394		06-JAN-2017 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		394		04-SEP-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		394		プロジェクト番号:7U217535A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		394		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		394		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		394		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		393		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		393		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		393		04-FEB-2019 00:00:00 35A SFCにおける保持挙動の基礎研究(ｵﾙﾚｱﾝ大との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		393		08-JAN-2019 00:00:00 35A SFCにおける保持挙動の基礎研究(ｵﾙﾚｱﾝ大との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		393		08-MAY-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		393		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		393		04-APR-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		393		04-APR-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		392		09-JAN-2018 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		392		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		392		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		392		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		392		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		392		02-AUG-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		392		03-JUL-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		392		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		392		04-DEC-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		392		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		392		04-SEP-2018 00:00:00 35A ClinMeta OEM対応(1/2)(要素開発)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		392		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		391		04-APR-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		391		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		391		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		390		02-DEC-2016 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		390		07-MAY-2018 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		390		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		389		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		389		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		389		プロジェクト番号:7H306035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		389		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		389		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		389		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		389		04-OCT-2016 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		389		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		389		プロジェクト番号:7U212335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		389		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		388		プロジェクト番号:7U217335A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		388		02-AUG-2016 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		388		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		388		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		388		02-AUG-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		387		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		387		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		387		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		386		04-JUN-2018 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		386		02-DEC-2016 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		386		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		386		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		386		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		386		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		386		02-NOV-2016 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		386		02-SEP-2016 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		386		04-FEB-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		385		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		385		プロジェクト番号:7B217535A1501		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		385		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		385		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		384		08-MAY-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		384		02-JUL-2019 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		384		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		384		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		384		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		384		04-APR-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		384		08-JAN-2019 00:00:00 35A TOC-4200 韓国用ｿﾌﾄｳｪｱ対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		383		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		383		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		383		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		383		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		383		プロジェクト番号:7Q204635A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		383		02-FEB-2017 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		383		02-JUN-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		382		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		382		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		382		02-SEP-2016 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(2/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		381		プロジェクト番号:7LS20735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		381		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		381		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		381		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		381		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		381		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		381		プロジェクト番号:7H304035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		381		プロジェクト番号:7H263635A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		381		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		380		03-JUL-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		380		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		380		02-FEB-2017 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		380		02-AUG-2016 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		379		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		379		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		379		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		379		プロジェクト番号:7B218235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		379		02-NOV-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		379		02-OCT-2018 00:00:00 35A HS-20ｼﾘｰｽﾞのUL/CSA認証対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		379		04-APR-2017 00:00:00 35A FFNSC香料ﾗｲﾌﾞﾗﾘのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		379		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		379		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		379		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		379		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		379		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		379		08-JAN-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		379		04-JUN-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		379		08-MAY-2019 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		378		02-FEB-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		378		04-SEP-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		377		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		377		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		377		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		377		04-DEC-2018 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		377		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		377		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		377		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		376		02-FEB-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		376		04-FEB-2019 00:00:00 35A UV/RF機種RoHS10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		376		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		376		02-SEP-2016 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		376		04-DEC-2017 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		376		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		376		プロジェクト番号:70600144A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		376		02-FEB-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		376		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		376		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		375		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		375		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		375		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		375		03-OCT-2017 00:00:00 35A PPSQ-51A/53Aグラジエント対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		375		04-MAR-2019 00:00:00 35A UV-3600/SS-3700及び専用付属品RoHS対応,UV-3600及び専用付属品ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		374		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		374		02-AUG-2017 00:00:00 35A 腸管系病原菌検出試薬キットver.4の開発（時短化改良）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		374		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		374		02-APR-2019 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		373		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		373		02-APR-2019 00:00:00 35A AI技術を用いたAQbD対応型LCﾒｿｯﾄﾞ開発ｿﾌﾄｳｪｱの開発(要素開発)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		373		08-MAY-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		373		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		373		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		373		03-JUL-2018 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		373		04-SEP-2018 00:00:00 35A TOC-4200 韓国用ｿﾌﾄｳｪｱ対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		373		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		373		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		372		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		372		04-JUN-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		372		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		372		プロジェクト番号:7L218135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		372		04-DEC-2018 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		372		02-NOV-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		371		04-DEC-2018 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		371		04-SEP-2018 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		371		プロジェクト番号:7A301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		371		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		371		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		370		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		370		02-JUN-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		370		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		370		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		370		02-OCT-2018 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		370		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		370		02-DEC-2016 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		370		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		369		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		369		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		369		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		369		02-AUG-2016 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		369		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		369		04-JUL-2017 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		369		02-SEP-2016 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		369		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		369		02-NOV-2017 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		368		03-APR-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		368		04-JUL-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		368		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		368		04-JUL-2017 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		368		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		368		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		368		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		367		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		367		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		367		03-OCT-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		367		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		367		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		367		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		367		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		366		04-SEP-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		366		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾅﾉ粒子計測用遠心型FFF試作機の開発(評価・改良)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		366		02-SEP-2016 00:00:00 35A 日和見感染症原因ｳｨﾙｽ検出試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		366		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		366		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		366		プロジェクト番号:7U214635A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		366		02-AUG-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		366		04-MAR-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		365		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		365		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		365		02-JUN-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		365		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		365		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		365		04-JUL-2017 00:00:00 35A DSC-60Plusの温度変調機能付加		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		364		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		364		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		364		04-SEP-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		364		02-MAR-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		363		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		363		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		363		02-MAR-2017 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		363		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		363		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		362		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		362		04-APR-2017 00:00:00 35A EDX-FTIR共用ﾎﾙﾀﾞｰの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		362		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		362		02-FEB-2017 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		361		プロジェクト番号:7U310135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		361		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		361		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		361		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		361		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		361		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		361		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		360		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		360		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		360		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		360		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		360		02-MAR-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		360		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		360		プロジェクト番号:7H264935A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		359		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		359		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		359		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		359		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		359		04-JUN-2018 00:00:00 35A ﾘｻｰﾁｸﾞﾚｰﾄﾞFTIRをﾍﾞｰｽにした特定分野向け専用FTIR開発のための調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		359		04-DEC-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		359		プロジェクト番号:7Y300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		359		04-JUN-2019 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		358		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		358		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		358		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		358		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		358		04-JUN-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		358		03-APR-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		358		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		358		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		358		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		357		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		357		02-NOV-2016 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		357		02-FEB-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		357		02-NOV-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		357		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		357		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		357		08-MAY-2019 00:00:00 35A 細胞観察装置に関する調査研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		357		02-OCT-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		357		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		356		08-MAY-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		356		プロジェクト番号:7B223435A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		356		07-MAY-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		355		プロジェクト番号:7U217735A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		355		02-AUG-2017 00:00:00 35A ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾗﾎﾞ 添加剤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの島津ﾌｫｰﾏｯﾄ版の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		355		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		355		04-APR-2017 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		355		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		355		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		354		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		354		04-FEB-2019 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		354		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		354		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾗﾎﾞ 添加剤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの島津ﾌｫｰﾏｯﾄ版の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		353		プロジェクト番号:7U214535A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		353		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		353		07-MAY-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		353		04-DEC-2018 00:00:00 35A SFCにおける保持挙動の基礎研究(ｵﾙﾚｱﾝ大との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		353		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		353		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		353		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		353		08-JAN-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		353		08-JAN-2019 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		353		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		353		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		353		04-SEP-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		353		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		352		03-APR-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		352		04-OCT-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		352		プロジェクト番号:7US13035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		352		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS薬毒物迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑVer.3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		351		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		351		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		351		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		351		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		351		04-OCT-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		351		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		351		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		351		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		350		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		350		プロジェクト番号:7US13135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		350		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		350		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		350		03-JUL-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		350		07-MAY-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		350		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		349		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		349		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		348		02-FEB-2018 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		348		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		348		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		348		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		348		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		348		04-SEP-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		347		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		347		04-MAR-2019 00:00:00 35A ﾅﾉ計測ｺﾝｿCOMS-NANOにおけるICP-MSのﾅﾉ材料計測応用の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		347		02-MAR-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		347		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		347		06-JAN-2017 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		347		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		347		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		346		02-MAR-2017 00:00:00 35A 環境市場におけるｽﾍﾟｸﾄﾛ製品の調査ならびに商品企画		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		346		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		346		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		346		02-APR-2019 00:00:00 35A UV/RF機種RoHS10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		346		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		345		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		345		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		345		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		345		02-JUL-2019 00:00:00 35A EPMA 画像表示CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		345		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		345		プロジェクト番号:7H305035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		345		02-OCT-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		345		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		345		プロジェクト番号:7U214135A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		344		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		344		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		344		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		344		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		344		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		343		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		343		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		343		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		343		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		343		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		343		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		343		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		343		02-AUG-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		343		04-SEP-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		343		06-JAN-2017 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		343		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		343		02-AUG-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		343		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		342		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		342		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		342		プロジェクト番号:70323944A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		342		プロジェクト番号:7A207635A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		342		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		341		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		341		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		341		04-OCT-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		341		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		341		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		341		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		341		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		341		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		341		02-JUL-2019 00:00:00 35A CHUﾓﾝﾍﾟﾘｴ大でのｱﾐﾛｲﾄﾞMS解析準備		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		340		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		340		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		340		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		340		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		340		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		340		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		340		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		340		02-OCT-2018 00:00:00 35A 大気VOC計用濃縮器の開発（予備研）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		340		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		339		02-JUN-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		339		02-OCT-2018 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		339		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		339		08-JAN-2019 00:00:00 44A I7_次期高速度ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ向け仕様に関する予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		339		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		339		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		338		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		338		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		338		02-NOV-2016 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		338		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		338		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		338		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		337		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		337		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		337		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		337		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		337		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		337		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		337		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		337		02-MAR-2017 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		337		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		337		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		336		04-OCT-2016 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		336		プロジェクト番号:7Y208735A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		336		04-JUL-2017 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		336		04-JUL-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		336		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		336		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		336		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		336		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		336		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		336		03-APR-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		336		09-JAN-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		336		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		336		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		335		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		335		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		335		06-JAN-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		334		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		334		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		334		03-OCT-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		334		02-JUL-2019 00:00:00 35A PTB対応EDX-8100Pの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		334		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		334		08-MAY-2019 00:00:00 35A 多機能ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗAOC-6000次期ﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		333		06-MAY-2016 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		333		04-JUL-2017 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		333		05-JUL-2016 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		333		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		333		02-OCT-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		333		02-NOV-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		333		02-NOV-2016 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		333		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		333		02-MAR-2017 00:00:00 35A 改正中国RoHS対応の調査ならびに実現性検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		333		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		332		04-OCT-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		332		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		332		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		332		プロジェクト番号:7H306035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		332		02-NOV-2018 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		332		09-JAN-2018 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		332		02-NOV-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		332		04-FEB-2019 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		332		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		331		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		331		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		331		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		331		02-FEB-2018 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		330		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		330		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		330		プロジェクト番号:7L222835A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		330		07-MAY-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		330		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		330		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		330		02-OCT-2018 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		330		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		330		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		330		プロジェクト番号:7A301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		330		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		330		プロジェクト番号:7A209635A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		330		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		330		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		330		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		329		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		329		02-JUN-2016 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		329		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		329		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		329		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		329		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		329		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		329		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		328		プロジェクト番号:7H304035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		328		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		328		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		328		04-JUL-2017 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		328		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		328		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		328		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		328		02-FEB-2018 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		328		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		328		04-FEB-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		327		02-MAR-2018 00:00:00 35A Cell3iMager duosを用いた陽子線治療併用抗がん剤スクリーニングの定量評価法開発に関する筑波大学との共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		327		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		327		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		327		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		327		04-DEC-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		327		02-AUG-2018 00:00:00 35A 排ｶﾞｽ分析計用CPUﾎﾞｰﾄﾞの再設計		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		326		02-MAR-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		326		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		326		02-NOV-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		326		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		326		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		326		02-NOV-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		326		02-AUG-2016 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		326		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		326		プロジェクト番号:7H264935A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		325		プロジェクト番号:7U212535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		325		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		325		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		325		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		325		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		325		02-SEP-2016 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		325		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		325		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		325		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		325		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		325		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		325		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		325		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		324		02-FEB-2017 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH用ｾﾝｻﾕﾆｯﾄの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		324		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		324		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		324		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		324		03-APR-2018 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		323		02-OCT-2018 00:00:00 35A UV-3600/SS-3700及び専用付属品RoHS対応,UV-3600及び専用付属品ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		323		02-JUN-2017 00:00:00 35A DSC-60Plusの温度変調機能付加		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		323		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		323		04-FEB-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		323		02-APR-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		323		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		323		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		323		02-AUG-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		323		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		323		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		322		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		322		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		322		03-JUL-2018 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		322		プロジェクト番号:7YS08435A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		322		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		321		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		321		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		321		02-FEB-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		321		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		321		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		321		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		321		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		321		02-FEB-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		321		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		321		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		320		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		320		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		320		06-MAY-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		320		04-MAR-2019 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		320		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		320		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		320		プロジェクト番号:7LS23435A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		319		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		319		02-JUN-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		319		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		319		02-FEB-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		319		04-APR-2017 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		319		02-DEC-2016 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		319		06-JAN-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		319		02-AUG-2017 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		319		プロジェクト番号:7A209435A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		319		02-MAR-2017 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		319		02-MAR-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		319		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		319		プロジェクト番号:7L327835A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		319		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		319		プロジェクト番号:7B222435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		319		プロジェクト番号:7YS05735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		319		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		318		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		318		08-MAY-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		318		プロジェクト番号:7B227435A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		318		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		318		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		318		02-SEP-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		317		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		317		02-AUG-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO SQ向け製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		317		プロジェクト番号:7H263635A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		317		04-JUN-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		317		08-MAY-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		317		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		317		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		317		プロジェクト番号:7U217935A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		317		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		317		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		317		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		317		02-MAR-2017 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		316		02-FEB-2018 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		316		02-FEB-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		316		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		316		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		316		プロジェクト番号:7B222435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		316		02-NOV-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		316		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		316		02-JUN-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		315		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		315		06-JAN-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		315		02-JUN-2017 00:00:00 35A nSMOL Antibody BAｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		315		02-JUN-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		315		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		315		プロジェクト番号:7L216935A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		315		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		315		02-APR-2019 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		315		04-DEC-2018 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		314		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		314		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		314		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		314		プロジェクト番号:7H263635A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		314		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		314		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		314		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		314		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		313		07-MAY-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		313		04-JUN-2019 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		313		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		313		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		313		プロジェクト番号:7A209535A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		313		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		313		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		313		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		313		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		313		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		313		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		313		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		312		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		312		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		312		04-JUN-2019 00:00:00 35A SkylineのDIA対応およびﾀｰｹﾞｯﾄﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		312		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		312		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		312		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		311		02-FEB-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		311		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		311		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		311		プロジェクト番号:7H264035A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		311		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		311		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		310		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		310		プロジェクト番号:7D220135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		310		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		310		02-NOV-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		310		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		310		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		310		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		310		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		310		プロジェクト番号:70204744A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		309		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		309		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		309		04-JUN-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		309		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		309		02-MAR-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		309		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		309		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		309		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		309		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		309		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		308		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		308		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		308		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		308		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		307		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		307		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		307		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		307		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		307		02-NOV-2018 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		307		04-DEC-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		307		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		307		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		306		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		306		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		306		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		306		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		306		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		306		04-JUL-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		305		プロジェクト番号:7H264935A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		305		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		305		02-AUG-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		305		06-MAY-2016 00:00:00 35A LabTotal LC M2M ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		305		プロジェクト番号:7A301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		305		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		305		02-APR-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		305		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		305		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		305		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		305		プロジェクト番号:7H264335A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		304		02-MAR-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		304		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		304		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		304		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		304		04-MAR-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		304		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		303		04-FEB-2019 00:00:00 35A 低価格ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		303		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		303		03-OCT-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		303		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		303		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		302		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		302		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		302		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		302		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		302		02-MAR-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		302		02-NOV-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		302		02-AUG-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		302		04-JUN-2018 00:00:00 35A ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ濃縮導入装置Aqua PT6000ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞﾓﾃﾞﾙの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		302		05-JUL-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		302		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		301		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		301		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		301		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		301		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		301		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		301		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		301		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		301		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		301		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		301		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		301		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		301		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		301		02-MAR-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		301		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		301		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		300		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		300		04-FEB-2019 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		300		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		300		02-OCT-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		300		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻの実試料での検証と事例蓄積		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		300		02-FEB-2018 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		300		02-MAR-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		300		07-MAY-2018 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		300		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻを用いた修飾ｱﾐﾉ酸分析法の開発（大阪大学との共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		300		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		300		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		300		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		299		02-SEP-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		299		02-FEB-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		299		プロジェクト番号:7B222535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		299		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		299		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		299		02-FEB-2017 00:00:00 35A 複数のﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞを活用した多角的なﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽﾃﾞｰﾀへの応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		299		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		298		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		298		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		298		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		298		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		298		04-JUN-2019 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		298		08-MAY-2019 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		298		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		298		プロジェクト番号:7H263635A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		298		02-JUN-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		297		07-MAY-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		297		04-MAR-2019 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		297		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		297		02-JUN-2016 00:00:00 35A 近赤外光脳機能ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞSMARTNIRS 中国薬事認証への対応(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		297		08-MAY-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		297		プロジェクト番号:7U215435A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		297		02-NOV-2016 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		297		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		297		02-AUG-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		297		02-JUN-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		297		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		296		02-OCT-2018 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		296		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		296		02-AUG-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		296		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		296		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		296		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		296		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		296		08-MAY-2017 00:00:00 35A 異物分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		296		02-SEP-2016 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		296		プロジェクト番号:7BS20935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		296		02-FEB-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		295		05-JUL-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		295		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		295		02-FEB-2017 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		295		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		294		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		294		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		294		04-MAR-2019 00:00:00 35A UV/RF機種RoHS10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		294		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		294		02-AUG-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		294		プロジェクト番号:7L221235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		294		02-AUG-2016 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		294		プロジェクト番号:7AS08935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		294		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		294		04-MAR-2019 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		294		04-FEB-2019 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		294		04-FEB-2019 00:00:00 35A 微量水分測定ｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ取得及び拡販		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		294		02-APR-2019 00:00:00 35A EPMA 画像表示CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		294		02-SEP-2016 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		293		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		293		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		293		04-MAR-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		293		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		293		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		293		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		292		02-MAR-2017 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		292		プロジェクト番号:7L223735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		292		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		292		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		292		プロジェクト番号:70205544A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		292		04-SEP-2018 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		292		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		292		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		292		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		292		プロジェクト番号:7Q301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		291		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		291		プロジェクト番号:7AS03135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		291		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		291		02-MAR-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		291		02-AUG-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		291		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		291		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		291		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		290		04-DEC-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		290		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		290		プロジェクト番号:7AS08035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		290		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		289		プロジェクト番号:7LS17935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		289		04-APR-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		289		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		289		03-OCT-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		289		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		289		プロジェクト番号:7B224335A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		289		04-DEC-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		288		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		288		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		288		プロジェクト番号:7QS05035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		288		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		288		02-JUL-2019 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		288		02-MAR-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		288		プロジェクト番号:7U217135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		288		07-MAY-2018 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		287		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		287		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		287		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		287		プロジェクト番号:7H264935A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		287		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		287		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		287		02-MAR-2018 00:00:00 35A MALDIによるﾚﾝｻ球菌の株識別能向上の技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		286		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		286		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		286		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		286		06-JAN-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		286		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		286		プロジェクト番号:7H262235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		286		08-JAN-2019 00:00:00 35A ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻを用いた修飾ｱﾐﾉ酸分析法の開発（大阪大学との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		286		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		286		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		286		04-MAR-2019 00:00:00 35A 抹茶の認知機能低下抑制効果を評価する試験（伊藤園、MCBIとの共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		285		プロジェクト番号:70600144A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		285		04-DEC-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		285		06-MAY-2016 00:00:00 35A ｲﾝﾄﾞ向けNSA-3080A2の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		285		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		285		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		285		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		285		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		284		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		284		02-MAR-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		284		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		284		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		283		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		283		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		283		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		283		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		283		08-MAY-2019 00:00:00 35A ﾄﾘﾌﾟﾙ四重極型質量分析計を用いた食品ｱﾚﾙｷﾞｰMRMﾗｲﾌﾞﾗﾘの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		283		04-DEC-2017 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		283		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		282		03-OCT-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		282		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		282		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		282		プロジェクト番号:7BS20935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		282		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		282		03-JUL-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		282		03-APR-2018 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		282		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		282		08-MAY-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤(ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸)/抗血液凝固薬分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		282		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		281		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		281		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		281		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		281		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		281		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		281		04-JUN-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		281		04-DEC-2018 00:00:00 35A UV-1280の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		281		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		280		06-JAN-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		280		04-DEC-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		280		08-JAN-2019 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		280		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		280		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		280		プロジェクト番号:7BS17135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		280		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		280		03-OCT-2017 00:00:00 35A i-series モデルチェンジ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		280		02-NOV-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		279		03-APR-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		279		04-OCT-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		279		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		279		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		279		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		278		プロジェクト番号:7BS18235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		278		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		278		02-OCT-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		278		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		278		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		278		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		278		02-AUG-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		278		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		278		プロジェクト番号:7A209535A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		278		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		278		02-NOV-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		278		04-JUN-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		278		02-NOV-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		278		03-JUL-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		278		02-AUG-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		278		02-OCT-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		278		04-SEP-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		278		04-FEB-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		277		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		277		プロジェクト番号:7LS21035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		277		04-MAR-2019 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		277		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		277		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		276		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		276		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		276		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		276		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		276		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		276		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		276		04-SEP-2017 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		275		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		275		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		275		プロジェクト番号:7U213035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		275		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		275		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		275		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤(ﾐｺﾌｪﾉｰﾙ酸)/抗血液凝固薬分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		274		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		274		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		274		02-AUG-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		274		04-DEC-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		274		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		274		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		274		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		273		02-NOV-2017 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		273		02-JUN-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		273		08-MAY-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		273		08-JAN-2019 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		273		プロジェクト番号:7L216835A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		273		04-OCT-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		273		02-DEC-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		273		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		273		04-JUL-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		273		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		273		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		272		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		272		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		272		02-FEB-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		272		04-DEC-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		272		プロジェクト番号:7L221335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		272		03-JUL-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		272		04-SEP-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		272		08-MAY-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		272		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		272		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		272		07-MAY-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		271		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		271		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		271		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		271		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		271		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		271		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		270		プロジェクト番号:7B320435A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		270		04-SEP-2018 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		270		02-AUG-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		270		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		270		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		270		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		270		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		270		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		269		プロジェクト番号:7A209135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		269		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		269		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		269		04-JUN-2019 00:00:00 35A TOC-L用PCｿﾌﾄｳｪｱ　LabSolutions CS対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		269		04-JUL-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		269		03-OCT-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		269		02-JUN-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		269		04-SEP-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		269		02-AUG-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		269		08-MAY-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		269		03-OCT-2017 00:00:00 35A 19ｲﾝﾁﾗｯｸ型GCの調査･要素研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		269		08-MAY-2017 00:00:00 35A EDX-FTIR共用ﾎﾙﾀﾞｰの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		269		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		269		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		269		02-APR-2019 00:00:00 35A LCMS-9030のUL/CSA認証対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		269		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		269		02-SEP-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		269		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		268		04-DEC-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		268		05-JUL-2016 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		268		02-MAR-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		268		03-APR-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		268		02-NOV-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		268		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		268		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		268		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		268		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		268		04-FEB-2019 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		267		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		267		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		267		02-MAR-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		267		02-DEC-2016 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		266		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		266		03-APR-2018 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		266		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		266		02-JUL-2019 00:00:00 35A 抹茶の認知機能低下抑制効果を評価する試験（伊藤園、MCBIとの共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		266		02-JUN-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		266		02-AUG-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		266		05-JUL-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		266		04-OCT-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		266		02-DEC-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		266		06-JAN-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		266		02-SEP-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		266		02-NOV-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		266		06-MAY-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		266		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		266		04-APR-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		266		02-MAR-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		266		02-MAR-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		266		04-OCT-2016 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		266		02-NOV-2016 00:00:00 35A 超ｸﾘｰﾝ排出規制対応排ｶﾞｽ分析計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		266		04-APR-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		266		02-MAR-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		266		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		266		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		266		09-JAN-2018 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		266		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		266		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		266		03-APR-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		266		プロジェクト番号:7A209135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		266		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		265		プロジェクト番号:7Y208535A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		265		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		265		02-FEB-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		265		プロジェクト番号:7B226935A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		265		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		265		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		265		03-APR-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		265		02-OCT-2018 00:00:00 35A 分析天びんAP225Wの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		265		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		265		02-SEP-2016 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		265		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		264		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		264		04-FEB-2019 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		264		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		264		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		264		04-SEP-2018 00:00:00 35A 排ｶﾞｽ分析計用CPUﾎﾞｰﾄﾞの再設計		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		264		02-NOV-2017 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		264		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		264		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		264		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		264		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		264		03-APR-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		264		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		263		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		263		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		263		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		263		プロジェクト番号:7QS04535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		263		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		263		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		263		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		263		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		262		プロジェクト番号:7B217135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		262		04-DEC-2018 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		262		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		262		02-FEB-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		262		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		262		08-MAY-2019 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		262		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		262		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		262		プロジェクト番号:7L223835A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		262		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		261		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		261		プロジェクト番号:7A209235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		261		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		261		02-AUG-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		261		07-MAY-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		261		03-JUL-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		261		04-JUN-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		261		08-JAN-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		261		08-JAN-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		261		04-SEP-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		261		02-OCT-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		261		02-NOV-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		261		04-SEP-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		261		07-MAY-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		261		04-MAR-2019 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		261		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		261		04-DEC-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		261		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		261		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		261		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		261		02-JUN-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		260		プロジェクト番号:7B230935A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		260		04-SEP-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		260		04-JUN-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		260		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		260		04-MAR-2019 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		260		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		260		04-APR-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		260		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		260		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		260		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		260		プロジェクト番号:7H262635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		260		02-NOV-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		260		03-OCT-2017 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		259		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		259		プロジェクト番号:7L217435A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		259		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		259		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		259		04-JUN-2019 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		259		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		259		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		258		06-MAY-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		258		02-NOV-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		258		02-NOV-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		258		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		258		04-JUN-2019 00:00:00 35A C2MAP-2030の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		258		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		258		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		257		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		257		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		257		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		257		02-DEC-2016 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		257		02-FEB-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		257		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		256		04-JUN-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		256		02-JUL-2019 00:00:00 35A TOC-L用PCｿﾌﾄｳｪｱ　LabSolutions CS対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		256		02-NOV-2018 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		256		02-JUL-2019 00:00:00 35A DPiMS-2020 CL 薬機法ｸﾗｽⅠ登録		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		256		02-AUG-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		256		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		256		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		255		プロジェクト番号:7B229235A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		255		02-APR-2019 00:00:00 35A 軽度認知障害における介入ｱﾌﾟﾛｰﾁと生体ﾏｰｶに関する探索的検討 -島根大学、ERISA社、MCS社との共同研		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		255		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		255		プロジェクト番号:7A206935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		255		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		255		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		255		04-DEC-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		255		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		254		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		254		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		254		プロジェクト番号:7A209535A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		254		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		254		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		254		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		254		02-DEC-2016 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		254		02-AUG-2018 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		254		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		254		プロジェクト番号:7L221235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		254		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		254		プロジェクト番号:7AS08035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		254		プロジェクト番号:7US16135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		254		プロジェクト番号:7A305035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201712		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201710		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201711		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201803		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201802		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201805		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201806		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201804		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201807		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201801		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201812		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201810		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201901		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201811		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201809		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201902		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201808		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201903		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201612		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201611		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201606		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201610		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201608		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201609		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201605		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201701		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201607		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201708		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201703		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201706		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201707		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201705		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201709		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201702		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201904		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201905		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201906		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201604		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201704		253		9001286-001 償却費 静電分級捕集装置(産総研型)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		253		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		253		04-DEC-2017 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		253		04-OCT-2016 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		253		02-NOV-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		253		06-MAY-2016 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		253		02-FEB-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		253		04-SEP-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		253		02-JUN-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		253		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		252		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		252		04-JUN-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		252		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		252		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		252		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		252		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		252		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		252		プロジェクト番号:7YS05535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		252		プロジェクト番号:7B224335A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		252		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		251		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		251		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		251		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		251		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		251		プロジェクト番号:7BS17935A1502		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		251		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		251		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		251		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		251		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		251		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		251		04-SEP-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		250		プロジェクト番号:7B226835A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		250		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		250		06-MAY-2016 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		250		02-AUG-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		250		04-JUN-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		250		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		250		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		250		02-MAR-2018 00:00:00 35A 低価格ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		250		07-MAY-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		249		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		249		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		249		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		249		04-DEC-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		249		プロジェクト番号:7BS30135A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		249		プロジェクト番号:7L225735A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		249		03-APR-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		249		04-DEC-2018 00:00:00 44A I4_USF-2000A用3点曲げ治具		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		249		プロジェクト番号:7LS23035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		249		02-FEB-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		249		02-NOV-2017 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		249		08-MAY-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		249		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		248		プロジェクト番号:7LS18035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		248		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		248		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		248		08-JAN-2019 00:00:00 35A DPiMS-2020 CL 薬機法ｸﾗｽⅠ登録		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		248		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		248		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		247		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		247		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		247		プロジェクト番号:7D220135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		247		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		247		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		247		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		247		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		247		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		247		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		247		02-JUN-2017 00:00:00 35A 埼玉県環境科学国際ｾﾝﾀｰとの共同研究(5年目)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		247		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		246		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		246		02-JUN-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		246		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		246		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		246		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		246		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		246		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		246		04-DEC-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		246		04-FEB-2019 00:00:00 35A 水質分析計の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		246		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		246		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		246		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		246		07-MAY-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		245		04-JUL-2017 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		245		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		245		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		245		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		245		02-OCT-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		245		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		245		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		245		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		245		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		245		08-MAY-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		245		04-JUN-2018 00:00:00 35A HS-20ｼﾘｰｽﾞのUL/CSA認証対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		244		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		244		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		244		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		244		プロジェクト番号:7LS22835A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		244		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		244		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		244		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		244		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		243		プロジェクト番号:7H262235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		243		プロジェクト番号:7U217335A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		243		プロジェクト番号:7Q205435A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		243		04-JUN-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応品質管理ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		243		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		242		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		242		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		242		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		242		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		242		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		242		プロジェクト番号:7BS30135A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		242		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		242		07-MAY-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		242		02-APR-2019 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		241		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		241		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		241		プロジェクト番号:7L218835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		241		09-JAN-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		241		02-FEB-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		241		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		240		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		240		プロジェクト番号:7A310135A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		240		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		240		02-MAR-2018 00:00:00 35A ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ濃縮導入装置Aqua PT6000ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞﾓﾃﾞﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		240		プロジェクト番号:7BS18835A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		240		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		240		02-AUG-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		240		02-APR-2019 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		240		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		240		02-FEB-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		240		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		240		06-JAN-2017 00:00:00 35A 高砂香料工業向けGC品質管理用自動判定ｿﾌﾄ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		240		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		239		02-JUL-2019 00:00:00 35A 細胞観察装置に関する調査研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		239		プロジェクト番号:7LS24535A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		239		プロジェクト番号:7LS24535A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		239		03-APR-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症害(MDI)予防効果計測ﾀｽｸ「ｽﾏﾇ法」専用ﾂｰﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		239		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		239		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		239		04-FEB-2019 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		239		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		238		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		238		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		238		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		238		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		238		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		238		03-OCT-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		238		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		238		プロジェクト番号:7YS05735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		238		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		238		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		238		08-MAY-2017 00:00:00 35A UV-3600/SS-3700及び専用付属品RoHS対応,UV-3600及び専用付属品ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		238		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		238		02-MAR-2017 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		237		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS薬毒物迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑVer.3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		237		プロジェクト番号:7H305035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		237		プロジェクト番号:7B231035A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		237		02-JUL-2019 00:00:00 35A 「脳内ｱﾐﾛｲﾄﾞ病変を推定する血液検査ｼｽﾃﾑ」開発におけるｿﾌﾄｳｪｱ部の予備検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		237		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		237		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		237		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		237		02-AUG-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		237		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		237		04-APR-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		236		02-DEC-2016 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		236		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		236		04-SEP-2018 00:00:00 35A 水質ｵﾝﾗｲﾝ計用新型８ﾎﾟｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		236		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		236		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		236		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		236		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		236		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		236		07-MAY-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		236		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		236		プロジェクト番号:7QS04535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		236		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		235		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		235		02-AUG-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		235		08-MAY-2017 00:00:00 35A 埼玉県環境科学国際ｾﾝﾀｰとの共同研究(5年目)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		235		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		235		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		235		03-OCT-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		235		04-SEP-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		235		08-JAN-2019 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		235		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		235		03-JUL-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		235		02-AUG-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		235		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		235		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		235		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		235		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		235		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		235		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		234		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		234		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		234		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		234		プロジェクト番号:7H262235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		234		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		234		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		233		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		233		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		233		04-DEC-2018 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		233		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		233		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		233		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		233		プロジェクト番号:7L224635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		233		06-MAY-2016 00:00:00 35A MSｿﾌﾄｳｪｱのWindows10との互換性予備調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		233		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		233		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		233		07-MAY-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		233		02-MAR-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		232		03-JUL-2018 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		232		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		232		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		232		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		232		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		232		09-JAN-2018 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		232		04-FEB-2019 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		232		02-AUG-2017 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		232		08-MAY-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		232		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		232		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ濃縮導入装置Aqua PT6000ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞﾓﾃﾞﾙの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		232		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		231		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		231		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		231		プロジェクト番号:7BS30135A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		231		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		231		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		231		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		231		09-JAN-2018 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		230		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		230		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		230		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		230		プロジェクト番号:70600244A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		230		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		230		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		230		プロジェクト番号:7L221235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		230		プロジェクト番号:7U216935A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		230		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		230		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		229		04-JUL-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		229		プロジェクト番号:7D221035A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		229		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		229		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		229		プロジェクト番号:7AS03135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		229		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		229		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		229		03-OCT-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		229		08-MAY-2017 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		229		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		229		02-AUG-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		229		04-FEB-2019 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		229		02-OCT-2018 00:00:00 35A WizAArdｿﾌﾄｳｪｱの機能強化ならびにAAﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書の電子化対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		229		04-MAR-2019 00:00:00 35A EPMA 画像表示CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		228		02-SEP-2016 00:00:00 35A 高砂香料工業向けGC品質管理用自動判定ｿﾌﾄ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		228		02-FEB-2018 00:00:00 35A ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ濃縮導入装置Aqua PT6000ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞﾓﾃﾞﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		228		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		228		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		228		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		228		05-JUL-2016 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		228		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		228		06-JAN-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		228		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		228		プロジェクト番号:7U216835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		228		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		228		04-FEB-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		228		02-NOV-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		228		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		227		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		227		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		227		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		227		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		227		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		227		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		226		プロジェクト番号:7U214735A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		226		02-FEB-2017 00:00:00 35A 異物分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		226		02-AUG-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		226		02-NOV-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		226		02-SEP-2016 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		226		06-JAN-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		226		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		226		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		226		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		226		02-APR-2019 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		226		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		226		プロジェクト番号:7B221635A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		226		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		226		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		225		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		225		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		225		プロジェクト番号:7B230935A1903		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		225		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		225		03-JUL-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		224		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		224		04-DEC-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		224		04-SEP-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		224		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		224		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		224		04-FEB-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		224		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		224		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		224		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		224		プロジェクト番号:7B229535A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		224		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		224		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		224		02-FEB-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		224		02-OCT-2018 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		223		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		223		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		223		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		223		02-SEP-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		223		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		223		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		223		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		223		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		223		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		223		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		223		02-FEB-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		223		04-MAR-2019 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		222		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		222		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		222		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		222		プロジェクト番号:70323944A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		222		02-MAR-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		222		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		222		プロジェクト番号:7YS07935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		222		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		222		08-MAY-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		222		プロジェクト番号:7Q204635A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		222		04-APR-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		222		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		222		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		221		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		221		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		221		プロジェクト番号:7YS05535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		221		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		221		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		221		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		221		プロジェクト番号:7AS06235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		221		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		221		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		220		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		220		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		220		プロジェクト番号:7QS04535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		220		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		220		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		220		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		220		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		220		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		220		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		220		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		220		プロジェクト番号:7D220935A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		219		プロジェクト番号:7LS21035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		219		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		219		04-MAR-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用代謝物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの開発とSignpost MS導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		219		02-AUG-2016 00:00:00 35A FFNSC香料ﾗｲﾌﾞﾗﾘのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		219		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		219		04-OCT-2016 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		219		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		219		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		219		プロジェクト番号:7QS04535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		219		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		219		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		219		04-JUN-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		218		02-JUN-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		218		プロジェクト番号:7Q322735A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		218		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		218		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		218		03-JUL-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		218		04-DEC-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		218		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		218		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		218		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		218		04-JUN-2019 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		217		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		217		プロジェクト番号:7L225735A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		217		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		217		02-MAR-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		217		02-APR-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		217		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		217		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		217		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		217		プロジェクト番号:7B222435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		217		プロジェクト番号:7ES01235A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		217		02-NOV-2016 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		217		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		217		02-SEP-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		217		02-JUN-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		217		02-FEB-2017 00:00:00 35A 近赤外光脳機能ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞSMARTNIRS 中国薬事認証への対応(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		216		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		216		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		216		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		216		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		216		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		216		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		216		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		216		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		216		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		216		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		216		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		216		02-AUG-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		216		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		216		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		215		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		215		プロジェクト番号:7L220235A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		215		04-FEB-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		215		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		215		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		215		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		215		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		215		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		215		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		215		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		215		プロジェクト番号:7H264035A1803		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		215		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		215		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabTotal LC M2M ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		215		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		215		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		215		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		215		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		214		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		214		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		214		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		214		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		214		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		214		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		214		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		214		プロジェクト番号:7YS05535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		213		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		213		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		213		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		213		08-MAY-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		213		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		213		02-AUG-2016 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ医薬品凝集状態の解析		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		213		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		213		05-JUL-2016 00:00:00 35A 埼玉県環境科学国際ｾﾝﾀｰとの共同研究(4年目)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		213		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		213		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		213		02-AUG-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		213		04-JUL-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		213		04-SEP-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		213		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		213		08-MAY-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		213		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		213		04-SEP-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		212		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		212		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		212		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		212		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		212		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		212		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		212		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		212		プロジェクト番号:7AS06035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		212		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		212		04-DEC-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		211		プロジェクト番号:7YS08435A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		211		プロジェクト番号:7B219135A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		211		02-FEB-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		211		02-JUL-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用代謝物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの開発とSignpost MS導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052D技術契約費Ⅰ		3062		ﾊﾞｲｵ臨床BU(EBS)		156B		201810		211		株式会社北隆館技術論文原稿料　　		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		052D技術契約費Ⅰ		3062		ﾊﾞｲｵ臨床BU(EBS)		156B		201902		211		52 試験研究費　技術論文原稿料 052D　株式会社ニューサイエンス社		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		211		02-JUN-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		211		04-APR-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		211		プロジェクト番号:7ES01235A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		211		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		211		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		210		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		210		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		210		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		210		プロジェクト番号:7B223735A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		210		04-SEP-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		210		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		210		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		210		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		210		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		210		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		210		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		210		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		210		02-AUG-2016 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		209		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		209		02-FEB-2018 00:00:00 35A Cell3iMager duosを用いた陽子線治療併用抗がん剤スクリーニングの定量評価法開発に関する筑波大学との共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		209		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		209		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		209		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		209		02-JUN-2017 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		209		07-MAY-2018 00:00:00 35A SFC用分析ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		209		04-SEP-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		209		04-FEB-2019 00:00:00 35A 脂質ﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVersion 3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		209		03-APR-2018 00:00:00 35A 車ｼｰﾄからﾏﾙﾁﾓｰﾀﾞﾙ刺激を与えたときの快適性評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		208		02-JUN-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		208		04-JUL-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		208		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		208		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		208		プロジェクト番号:7BS30135A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		208		プロジェクト番号:7LS17335A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		208		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		208		03-APR-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		208		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		208		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		208		02-DEC-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		208		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		208		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		207		04-JUN-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		207		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		207		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		207		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		207		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		207		04-OCT-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		207		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		206		02-NOV-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		206		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		206		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		206		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		206		06-MAY-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		206		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		206		プロジェクト番号:7U217735A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		206		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		206		02-SEP-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		206		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		206		02-AUG-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		205		プロジェクト番号:7B223735A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		205		02-NOV-2017 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		205		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		205		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		205		02-MAR-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		205		02-SEP-2016 00:00:00 35A 【SPM】高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄｽｷｬﾅの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		205		02-JUN-2016 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		205		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		205		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		205		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		204		05-JUL-2016 00:00:00 35A LCMS-8045の全世界対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		204		02-APR-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		204		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		204		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		204		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		204		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		204		04-SEP-2018 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		204		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		204		プロジェクト番号:7BS25135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		204		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		204		プロジェクト番号:7QS04535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		204		04-DEC-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		204		02-NOV-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		203		プロジェクト番号:7U217035A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		203		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		203		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		203		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		203		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		203		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		203		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		203		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		203		04-OCT-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		203		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		203		02-OCT-2018 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		203		プロジェクト番号:7U212435A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		203		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		203		02-JUN-2016 00:00:00 35A 高砂香料工業向けGC品質管理用自動判定ｿﾌﾄ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		203		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		202		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		202		02-NOV-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		202		プロジェクト番号:70323944A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		202		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		202		04-JUN-2019 00:00:00 35A ICPMS-2030のｶﾅﾀﾞCSA規格認証		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		202		プロジェクト番号:7B227435A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		202		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		202		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		202		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		202		02-AUG-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		202		03-OCT-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		202		02-JUN-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		202		08-MAY-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		202		02-JUN-2017 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		202		04-JUL-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		202		04-SEP-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		202		04-JUL-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		202		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		202		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新しいソフトイオン化装置の製品開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		202		08-MAY-2019 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		202		プロジェクト番号:7LS17335A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		202		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		202		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		202		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		201		02-MAR-2017 00:00:00 35A 要素開発 RF用Xeﾗﾝﾌﾟ電源製造中止対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		201		03-APR-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		201		04-DEC-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		201		04-DEC-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		201		02-MAR-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		201		02-MAR-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		201		02-NOV-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		201		08-MAY-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		201		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		201		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		201		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		201		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		201		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		201		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		201		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		201		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		201		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		200		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		200		07-MAY-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		200		08-MAY-2017 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		200		02-AUG-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		200		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		200		04-MAR-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		200		02-FEB-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		200		03-JUL-2018 00:00:00 35A 水質ｵﾝﾗｲﾝ計用新型８ﾎﾟｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		200		06-MAY-2016 00:00:00 35A 【SPM】高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄｽｷｬﾅの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		200		08-MAY-2017 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		200		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		200		プロジェクト番号:7B320435A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		200		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		200		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		200		04-APR-2017 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた岸和田市上下水道局との共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		200		02-DEC-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		200		02-SEP-2016 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		200		02-SEP-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		200		06-JAN-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		200		02-JUN-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		200		02-FEB-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		200		05-JUL-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		200		06-MAY-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		200		02-NOV-2016 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		200		04-APR-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		200		02-MAR-2017 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		200		02-DEC-2016 00:00:00 35A 超ｸﾘｰﾝ排出規制対応排ｶﾞｽ分析計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		200		02-JUN-2017 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		200		03-OCT-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		200		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		199		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		199		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		199		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		199		プロジェクト番号:7LS24935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		199		プロジェクト番号:70205444A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		199		08-MAY-2019 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		199		04-APR-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		199		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		199		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		199		03-APR-2018 00:00:00 35A SFC用分析ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		199		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		199		03-APR-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		199		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		199		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		199		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		199		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		199		プロジェクト番号:7U217135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		199		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		198		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		198		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		198		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		198		05-JUL-2016 00:00:00 35A 液回収C2Pｼｽﾃﾑ用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		198		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		198		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		198		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		197		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		197		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		197		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		197		プロジェクト番号:7BS20935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		197		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		197		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		197		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		197		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		197		02-NOV-2017 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		197		プロジェクト番号:7U217435A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		197		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		197		06-MAY-2016 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		197		09-JAN-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		197		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		196		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		196		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		196		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		196		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		196		02-AUG-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		196		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		196		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		196		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		196		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		196		02-JUL-2019 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		196		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		196		プロジェクト番号:7LS21035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		196		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		196		09-JAN-2018 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		196		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		196		03-JUL-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		196		02-AUG-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		196		02-OCT-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		196		02-OCT-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		196		02-NOV-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		196		02-APR-2019 00:00:00 35A 19ｲﾝﾁVOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		196		02-NOV-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		196		02-OCT-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		196		02-AUG-2018 00:00:00 35A 複数ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞによるﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽﾃﾞｰﾀの代謝ﾊﾟｽｳｪｲ解析への応用		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		196		04-FEB-2019 00:00:00 35A ｼｽﾃﾑGC改正中国RoHS対応（開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		196		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新しいｿﾌﾄｲｵﾝ化法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		196		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		196		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		195		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		195		プロジェクト番号:7B223635A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		195		03-JUL-2018 00:00:00 44A I4_HITS-PXと競合落錘式試験機との比較データ取得		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		195		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		195		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		195		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		195		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		195		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		195		プロジェクト番号:7A208735A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		195		プロジェクト番号:7Q206135A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		194		プロジェクト番号:7YS05535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		194		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		194		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		194		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		194		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		194		02-JUL-2019 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		194		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		194		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		194		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		194		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		194		プロジェクト番号:7E201235A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		194		プロジェクト番号:7U321035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		194		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		194		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		194		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		193		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		193		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		193		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		193		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		193		プロジェクト番号:7LS21035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		193		02-DEC-2016 00:00:00 35A i-Series ｶﾝﾅﾋﾞｽｱﾅﾗｲｻﾞに関するﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		193		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		193		04-JUN-2019 00:00:00 35A SFCにおける保持挙動の基礎研究(ｵﾙﾚｱﾝ大との共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		193		プロジェクト番号:7BS20935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		193		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		193		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		193		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		193		プロジェクト番号:7B327235A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		193		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		193		プロジェクト番号:7H262235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		193		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		193		08-MAY-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		193		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		192		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		192		02-AUG-2016 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		192		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		192		03-APR-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		192		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		192		08-MAY-2019 00:00:00 35A ICPMS-2030のｶﾅﾀﾞCSA規格認証		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		192		08-MAY-2019 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		192		04-JUN-2019 00:00:00 35A 札幌医科大学とのCS-1を用いた細胞評価手法に関する共同研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		192		02-JUL-2019 00:00:00 35A 中国市場向け　LC-20AT高耐圧化の要素技術研究(予備研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		192		02-JUL-2019 00:00:00 35A 札幌医科大学とのCS-1を用いた細胞評価手法に関する共同研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		192		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		192		06-MAY-2016 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		192		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		192		プロジェクト番号:7Q206335A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		192		プロジェクト番号:7BS30135A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		192		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		191		08-MAY-2019 00:00:00 35A ICPEsolutionﾏﾙﾁﾃﾞｰﾀ登録及びWindows10対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		191		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		191		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		191		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		191		プロジェクト番号:7D221035A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		191		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		191		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		191		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		191		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		190		08-JAN-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		190		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		190		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		190		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		190		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		190		04-FEB-2019 00:00:00 44A I4_大容量電気モータ式加振機（NJ-SERVO)のCE対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		190		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		190		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		190		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		190		プロジェクト番号:7Y206335A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		190		プロジェクト番号:7LS25035A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		190		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		190		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		190		09-JAN-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		190		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		190		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		189		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		189		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		189		02-AUG-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		189		04-SEP-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		189		02-OCT-2018 00:00:00 35A NDIR光学部品の接着剤F202の代替選定		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		189		08-JAN-2019 00:00:00 35A ﾅﾉ計測ｺﾝｿCOMS-NANOにおけるICP-MSのﾅﾉ材料計測応用の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		189		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		189		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		189		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		189		プロジェクト番号:7ES01235A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		189		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		189		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		189		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		189		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		189		プロジェクト番号:7U211635A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		188		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		188		04-APR-2017 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		188		02-FEB-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		188		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		188		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		188		02-AUG-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		188		02-NOV-2016 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		188		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		188		02-NOV-2016 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		188		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		188		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		188		03-APR-2018 00:00:00 35A 埼玉県境環境科学国際センターとの共同開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		188		03-APR-2018 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究センターとの共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		188		02-FEB-2018 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		188		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		188		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		188		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		188		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		188		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		188		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		187		02-SEP-2016 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		187		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		187		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		187		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		187		プロジェクト番号:7L224535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		187		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		186		04-FEB-2019 00:00:00 35A 抹茶の認知機能低下抑制効果を評価する試験（伊藤園、MCBIとの共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		186		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		186		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		186		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		186		06-JAN-2017 00:00:00 35A YPS製FEｴﾐｯﾀの評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		186		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		186		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		186		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		186		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		186		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		186		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		186		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		186		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		186		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		186		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		185		02-MAR-2018 00:00:00 35A 車ｼｰﾄからﾏﾙﾁﾓｰﾀﾞﾙ刺激を与えたときの快適性評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		185		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		185		06-JAN-2017 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		185		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		185		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		185		プロジェクト番号:7Q205535A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		185		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		185		プロジェクト番号:7Y204435A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		185		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		185		プロジェクト番号:7L225635A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		185		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		185		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		185		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		184		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		184		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		184		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		184		02-AUG-2016 00:00:00 35A 応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		184		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		184		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		184		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		184		プロジェクト番号:7B226835A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		184		プロジェクト番号:7B221635A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		184		02-FEB-2018 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		184		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		184		プロジェクト番号:7A302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		183		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		183		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		183		04-JUN-2019 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		183		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		183		プロジェクト番号:7D220935A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		183		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		183		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		183		プロジェクト番号:7H265035A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		183		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		183		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		183		02-MAR-2017 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		183		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		183		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		183		07-MAY-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		182		05-JUL-2016 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		182		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		182		04-OCT-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		182		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		182		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		182		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		182		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		182		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		182		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		182		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		182		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		182		プロジェクト番号:7A208735A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		182		プロジェクト番号:7U310135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		182		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		182		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		182		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		181		プロジェクト番号:7B220235A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		181		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		181		02-JUL-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		181		プロジェクト番号:7YS07935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		181		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		181		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		181		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		181		プロジェクト番号:7AS08335A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		181		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		181		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		181		プロジェクト番号:7U212735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		181		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		181		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		181		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		180		プロジェクト番号:7B230935A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		180		プロジェクト番号:7Q205135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		180		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		180		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		180		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		180		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		180		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		180		02-APR-2019 00:00:00 35A EPMA-8050G 電子銃電源の代替品の評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		180		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		180		02-JUN-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		180		02-NOV-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		180		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		179		プロジェクト番号:7B217135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		179		03-OCT-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		179		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		179		プロジェクト番号:7A206035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		179		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		179		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		179		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		179		プロジェクト番号:7H304035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		178		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		178		プロジェクト番号:7B219135A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		178		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		178		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		178		02-SEP-2016 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		178		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		178		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		178		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		178		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		178		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		178		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		177		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		177		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		177		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		177		07-MAY-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		177		02-OCT-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		176		プロジェクト番号:7B228335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		176		03-JUL-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		176		04-SEP-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		176		04-SEP-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		176		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		176		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		176		04-JUN-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		176		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		176		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		176		プロジェクト番号:7L223035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		176		06-MAY-2016 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		176		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		176		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		176		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		176		02-NOV-2016 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		176		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		176		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		176		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		175		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		175		04-SEP-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		175		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		175		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		175		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		175		06-MAY-2016 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		175		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		175		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		175		プロジェクト番号:70600244A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		175		03-JUL-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		175		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		174		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		174		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		174		02-JUL-2019 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		174		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		174		プロジェクト番号:7Q205435A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		174		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		174		04-JUL-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		174		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		174		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		174		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		173		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		173		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		173		04-DEC-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		173		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		173		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		173		08-MAY-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		173		プロジェクト番号:7LS21035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		173		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		173		02-FEB-2017 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		172		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		172		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		172		プロジェクト番号:7LS25235A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		172		プロジェクト番号:7BS18235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		172		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		172		プロジェクト番号:7LS21035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		172		プロジェクト番号:7AS08935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		172		プロジェクト番号:7AS08935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		172		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		172		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		172		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		172		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		172		02-MAR-2017 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		172		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		172		04-APR-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		172		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		171		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		171		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		171		02-NOV-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		171		04-MAR-2019 00:00:00 35A ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻを用いた修飾ｱﾐﾉ酸分析法の開発（大阪大学との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		171		02-NOV-2016 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		171		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		171		プロジェクト番号:7BS30135A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		171		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		171		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		171		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		170		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		170		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		170		04-OCT-2016 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		170		06-MAY-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		170		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		170		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		170		06-JAN-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		170		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		170		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		170		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		170		プロジェクト番号:7Q204635A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		170		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		170		04-MAR-2019 00:00:00 35A AI技術を用いたAQbD対応型LCﾒｿｯﾄﾞ開発ｿﾌﾄｳｪｱの開発(要素開発)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		170		04-FEB-2019 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		170		02-NOV-2018 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		170		プロジェクト番号:7H324835A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		170		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		169		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		169		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		169		02-AUG-2016 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		169		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		169		02-FEB-2017 00:00:00 35A i-Series ｶﾝﾅﾋﾞｽｱﾅﾗｲｻﾞに関するﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		169		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		169		03-OCT-2017 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		169		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		169		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		169		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		168		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		168		04-MAR-2019 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		168		02-AUG-2017 00:00:00 35A システムGC改正中国RoHS対応の調査（開発委託先：SSL中国開発センタ）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		168		02-AUG-2017 00:00:00 35A DSC-60Plusの温度変調機能付加		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		168		08-MAY-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		168		02-AUG-2017 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		168		02-AUG-2017 00:00:00 35A GC改正中国RoHS対応の調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		168		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		168		プロジェクト番号:7U217435A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		168		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		168		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		168		03-APR-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		168		04-DEC-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		168		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		168		02-NOV-2018 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		168		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		168		プロジェクト番号:7B226835A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		167		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		167		02-FEB-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		167		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		167		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		167		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		167		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		167		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		167		02-OCT-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		167		02-NOV-2018 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		166		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾗﾎﾞ 添加剤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの島津ﾌｫｰﾏｯﾄ版の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		166		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		166		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		166		09-JAN-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		166		06-MAY-2016 00:00:00 35A GC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		166		04-OCT-2016 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		166		02-JUN-2016 00:00:00 35A GC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		166		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		166		08-MAY-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		166		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		166		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		166		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		166		02-NOV-2016 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		166		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		166		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		165		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		165		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		165		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		165		02-AUG-2018 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		165		プロジェクト番号:7B223835A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		165		04-MAR-2019 00:00:00 35A EPMA-8050G 電子銃電源の代替品の評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		165		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		165		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		165		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		165		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		165		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		165		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		165		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		164		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		164		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		164		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		164		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		164		プロジェクト番号:7A208535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		164		05-JUL-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		164		プロジェクト番号:7B217135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		164		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		164		04-FEB-2019 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		164		08-JAN-2019 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		164		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		163		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		163		プロジェクト番号:7L216135A1505		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		163		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		163		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		163		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		163		プロジェクト番号:7U216935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		163		03-JUL-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		163		02-APR-2019 00:00:00 35A 細胞観察装置に関する調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		163		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		163		プロジェクト番号:7U216535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		163		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		163		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		163		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		163		05-JUL-2016 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		163		プロジェクト番号:7B223935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		163		02-FEB-2017 00:00:00 44A I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		163		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		163		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		163		02-AUG-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		163		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		162		プロジェクト番号:7US15535A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		162		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		162		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		162		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾍﾘｳﾑ置換対応機EDX-8100の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		162		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		162		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		162		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		162		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		162		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		162		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		162		02-OCT-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		162		04-FEB-2019 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		162		04-JUN-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		162		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		161		プロジェクト番号:70204744A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		161		02-AUG-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		161		04-JUL-2017 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		161		04-JUL-2017 00:00:00 35A 要素開発 RF用Xeﾗﾝﾌﾟ電源製造中止対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		161		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		161		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		161		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		161		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		161		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		161		05-JUL-2016 00:00:00 35A ｲﾝﾄﾞ向けNSA-3080A2の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		161		04-DEC-2018 00:00:00 35A AVS支援ｼｽﾃﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		161		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		161		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		161		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		161		プロジェクト番号:7H306035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		161		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		161		05-JUL-2016 00:00:00 35A 要素開発 LC用電気伝導度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		161		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		161		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		161		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		160		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		160		08-MAY-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		160		08-MAY-2019 00:00:00 35A EPMA 画像表示CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		160		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		160		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		160		09-JAN-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		160		04-OCT-2016 00:00:00 35A i-Series ｶﾝﾅﾋﾞｽｱﾅﾗｲｻﾞに関するﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		160		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		160		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		160		02-JUL-2019 00:00:00 35A 定置型排ガス分析計コストダウンのための予備研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		160		02-MAR-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		160		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		160		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		160		02-DEC-2016 00:00:00 35A YPS製FEｴﾐｯﾀの評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		160		02-MAR-2017 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		160		04-FEB-2019 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		160		04-MAR-2019 00:00:00 44A I3_サンプリングモアレ法による平面ひずみ測定の予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		160		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		160		04-DEC-2017 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		160		プロジェクト番号:7Y204435A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		159		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		159		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		159		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		159		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		159		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		159		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		159		プロジェクト番号:70S24144A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		159		04-DEC-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		159		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		159		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		159		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		159		06-MAY-2016 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		159		プロジェクト番号:7QS05935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		158		02-JUN-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		158		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		158		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		158		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		158		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		158		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		158		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		158		02-MAR-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		158		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		158		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		158		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		157		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		157		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		157		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		157		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		157		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		157		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		157		プロジェクト番号:7Q301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		157		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		157		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		157		04-JUN-2019 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		157		07-MAY-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		157		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		157		04-FEB-2019 00:00:00 35A AI技術を用いたAQbD対応型LCﾒｿｯﾄﾞ開発ｿﾌﾄｳｪｱの開発(要素開発)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		157		04-FEB-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用代謝物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの開発とSignpost MS導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		157		08-JAN-2019 00:00:00 35A 新しいｿﾌﾄｲｵﾝ化法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		157		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		157		02-JUN-2016 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		156		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		156		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		156		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		156		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		156		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		156		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		156		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		156		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		156		プロジェクト番号:7LS24035A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		155		04-APR-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		155		02-JUN-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		155		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		155		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		155		プロジェクト番号:7U321135A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		155		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		155		08-MAY-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		155		02-FEB-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		155		02-DEC-2016 00:00:00 35A 異物分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		155		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		155		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		155		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		155		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		154		プロジェクト番号:7LS23035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		154		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		154		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		154		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		154		09-JAN-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		154		09-JAN-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		154		02-NOV-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		154		プロジェクト番号:7B229635A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		154		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		154		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		154		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		154		02-AUG-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		154		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		154		プロジェクト番号:7L221035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		154		プロジェクト番号:7A204435A1306		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		154		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		154		02-FEB-2017 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		154		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		153		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		153		04-OCT-2016 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		153		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		153		06-JAN-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		153		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		153		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		153		02-MAR-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		153		プロジェクト番号:7B229735A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		153		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		153		プロジェクト番号:7QS04535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		153		02-OCT-2018 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		153		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		153		05-JUL-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		153		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		152		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		152		プロジェクト番号:7B227835A1803		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		152		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		152		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		152		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		152		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		152		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		152		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		152		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		152		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		152		プロジェクト番号:7YS07935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		152		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		152		02-APR-2019 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		152		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		152		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		152		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻの実試料での検証と事例蓄積		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		152		プロジェクト番号:7B222935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		152		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		151		04-JUN-2018 00:00:00 35A LabSolutions UV-Vis/IR用分析ｼｰｹﾝｽ管理機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		151		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		151		プロジェクト番号:7H305035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		151		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		151		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		151		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		151		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		151		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		151		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		151		プロジェクト番号:7L225735A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		151		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		151		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		151		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		151		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		150		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		150		02-AUG-2018 00:00:00 35A 分析天びんAP225Wの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		150		04-MAR-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		150		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		150		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		150		プロジェクト番号:7U310135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		150		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		150		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		150		08-MAY-2019 00:00:00 35A MCE-202 MultiNAの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		150		08-MAY-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		150		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		150		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		150		02-MAR-2017 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		150		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		150		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		150		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		149		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		149		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		149		02-NOV-2018 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		149		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		149		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		149		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		149		プロジェクト番号:7B218235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		149		02-NOV-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		149		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		149		プロジェクト番号:7U217135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		149		02-APR-2019 00:00:00 35A GC-MS/MS用高感度ｲｵﾝ源の要素技術研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		149		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		149		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		149		プロジェクト番号:70205444A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		148		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		148		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		148		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		148		04-JUN-2019 00:00:00 35A ICPEsolutionﾏﾙﾁﾃﾞｰﾀ登録及びWindows10対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		148		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		148		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		148		02-MAR-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		148		04-APR-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		148		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		148		02-JUN-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		148		02-AUG-2017 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		148		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		148		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		148		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		148		プロジェクト番号:7B227835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		148		02-OCT-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		148		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		148		02-NOV-2017 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		148		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		147		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		147		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		147		04-JUN-2018 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		147		02-SEP-2016 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		147		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		147		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		147		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		147		プロジェクト番号:7U215435A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		147		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		147		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		146		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		146		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		146		02-AUG-2016 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		146		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		146		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		146		プロジェクト番号:7L219135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		146		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		146		02-SEP-2016 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		146		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		146		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		146		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		146		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		146		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		146		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		146		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		146		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		146		プロジェクト番号:7H261935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		146		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		146		03-JUL-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		146		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		145		プロジェクト番号:7U217135A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		145		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		145		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		145		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		145		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		145		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		145		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		145		プロジェクト番号:7ES01235A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		145		02-MAR-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		145		02-AUG-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		145		プロジェクト番号:70324244A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		145		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		145		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		145		03-OCT-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		145		02-NOV-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		145		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		145		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		144		プロジェクト番号:7B219735A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		144		プロジェクト番号:7AS06035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		144		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		144		プロジェクト番号:7L221735A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		144		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		144		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		144		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		144		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		144		06-JAN-2017 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		144		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		144		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		144		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		144		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		144		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		144		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		144		プロジェクト番号:7A208735A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		144		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		144		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		144		04-JUN-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		144		04-FEB-2019 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		144		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		144		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		144		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		144		04-OCT-2016 00:00:00 35A 近赤外光脳機能ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞSMARTNIRS 中国薬事認証への対応(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		143		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		143		04-JUN-2019 00:00:00 35A 水質分析計のWebﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基板製造中止対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		143		プロジェクト番号:7LS24435A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		143		プロジェクト番号:7LS24535A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		143		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		143		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		143		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		143		03-OCT-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		143		プロジェクト番号:7Q303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		143		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		143		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		143		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		143		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		143		プロジェクト番号:7LS24535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		143		02-JUL-2019 00:00:00 44A I3_新型システム恒温槽の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		143		02-JUN-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		142		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		142		プロジェクト番号:7LS19335A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		142		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		142		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		142		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		142		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		142		プロジェクト番号:7LS20635A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		142		02-JUN-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		142		09-JAN-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		142		02-JUN-2016 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ医薬品凝集状態の解析		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		142		04-APR-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		142		06-MAY-2016 00:00:00 44A I5_ﾄﾞｲﾂのCRO Coriolis Phamaでのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		142		02-SEP-2016 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		142		02-AUG-2016 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		142		02-MAR-2017 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		142		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		142		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		142		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		142		02-JUN-2016 00:00:00 35A 合成抗菌剤/ﾏｲｺﾄｷｼﾝのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析用i-Series専用ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		142		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		142		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		142		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		141		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		141		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		141		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		141		02-NOV-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		141		04-SEP-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		141		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		141		プロジェクト番号:7U211035A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		141		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		141		03-OCT-2017 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		141		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		141		08-MAY-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用代謝物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの開発とSignpost MS導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		141		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		141		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		141		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		141		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		140		02-DEC-2016 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		140		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		140		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		140		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		140		プロジェクト番号:7Q204635A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		140		プロジェクト番号:7Y301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		140		03-APR-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		140		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		140		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		140		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		140		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		140		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		140		プロジェクト番号:7LS18035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		140		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		140		プロジェクト番号:7L327835A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		140		02-AUG-2018 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた千葉県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		140		08-JAN-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		140		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		140		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC関連化学品の法規制対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		140		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		140		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		140		02-APR-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		140		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		140		05-JUL-2016 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		140		06-MAY-2016 00:00:00 35A 合成抗菌剤/ﾏｲｺﾄｷｼﾝのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析用i-Series専用ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		140		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		140		02-MAR-2017 00:00:00 35A Nexera UCによる食品中ｶﾛﾃﾉｲﾄﾞ分析ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの要素技術検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		140		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		140		04-DEC-2017 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		140		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		140		プロジェクト番号:7B228335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		140		02-AUG-2018 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		139		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		139		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		139		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		139		プロジェクト番号:7Q204935A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		139		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		139		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		139		プロジェクト番号:7U217435A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		139		プロジェクト番号:7Q206335A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		139		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		139		02-JUN-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置 CLAM-2000 欧米向け研究用途製品の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		139		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		138		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		138		08-MAY-2019 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		138		08-JAN-2019 00:00:00 35A 低価格ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		138		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		138		08-MAY-2019 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		138		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		138		02-JUN-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		138		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		138		02-JUL-2019 00:00:00 35A Nexeraｼﾘｰｽﾞに対応した高速有機酸ｶﾗﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		138		04-SEP-2018 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		138		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		138		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		138		プロジェクト番号:7U212435A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		138		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		138		04-SEP-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		138		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		138		プロジェクト番号:7L223935A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		137		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		137		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		137		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		137		02-AUG-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		137		07-MAY-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		137		04-FEB-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		137		08-JAN-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		137		04-DEC-2018 00:00:00 35A 新しいｿﾌﾄｲｵﾝ化法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		137		02-DEC-2016 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		137		02-JUN-2016 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		137		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		137		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		137		02-FEB-2018 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		137		02-NOV-2017 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		137		02-MAR-2018 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		137		03-OCT-2017 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		137		03-APR-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		136		06-MAY-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品血中濃度定量用iMRM Antibodyの開発と製造委託		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		136		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		136		プロジェクト番号:7L224835A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		136		プロジェクト番号:7L224835A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		136		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		136		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		136		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		136		02-APR-2019 00:00:00 44A I3_絶対位置機能付き特型AG-Xの通信エラー対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		136		04-JUN-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		136		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		136		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		136		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		136		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		136		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		136		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		136		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		136		プロジェクト番号:7L224135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		136		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		136		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		136		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		136		04-DEC-2018 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		136		04-DEC-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		136		08-JAN-2019 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		136		04-DEC-2018 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		136		08-JAN-2019 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		136		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		136		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		136		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		136		06-MAY-2016 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		136		02-MAR-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		136		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		136		プロジェクト番号:7B220935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		136		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		136		07-MAY-2018 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		135		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		135		02-SEP-2016 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		135		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		135		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		135		04-SEP-2018 00:00:00 35A DSC-60Plusの温度変調機能付加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		135		プロジェクト番号:7Q205435A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		135		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		135		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		135		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		135		プロジェクト番号:7U215435A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		135		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		135		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		135		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		135		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		135		02-OCT-2018 00:00:00 35A TOC-4200 韓国用ｿﾌﾄｳｪｱ対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		135		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		135		03-OCT-2017 00:00:00 35A 中国第13次五カ年計画におけるGC関連規制動向調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		135		04-SEP-2017 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		135		08-MAY-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		134		プロジェクト番号:7U215135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		134		プロジェクト番号:7U212435A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		134		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		134		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		134		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		134		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		134		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		134		09-JAN-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		134		04-DEC-2017 00:00:00 35A CAS社向け分析天びん(CAT)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		134		09-JAN-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		134		02-FEB-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		134		02-FEB-2018 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		134		02-NOV-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		134		09-JAN-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症害(MDI)予防効果計測ﾀｽｸ「ｽﾏﾇ法」専用ﾂｰﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		134		02-NOV-2017 00:00:00 35A CAS社向け分析天びん(CAT)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		134		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		134		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		134		05-JUL-2016 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		134		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		134		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		134		06-MAY-2016 00:00:00 35A 要素開発 LC用電気伝導度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		134		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		134		プロジェクト番号:7US12935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		134		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		134		プロジェクト番号:7LS18035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		134		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		134		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		134		02-MAR-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		134		プロジェクト番号:70324244A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		134		04-SEP-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		133		04-OCT-2016 00:00:00 44A I2_万能試験機UH-500kN生産試作_転注による部材精度の検証		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		133		プロジェクト番号:7H264235A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		133		プロジェクト番号:7U321135A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		133		04-SEP-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		133		06-MAY-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		133		02-FEB-2017 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		133		06-JAN-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		133		04-APR-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		133		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		133		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		133		プロジェクト番号:7L221235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		133		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		133		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		133		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		133		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		133		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		133		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		133		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		132		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		132		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		132		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		132		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		132		02-AUG-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		132		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		132		04-SEP-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		132		02-FEB-2018 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		132		プロジェクト番号:7D220735A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		132		02-DEC-2016 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		132		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		132		プロジェクト番号:7LS17935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		132		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		132		02-AUG-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		132		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		132		プロジェクト番号:7B228335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		132		プロジェクト番号:7U214335A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		132		02-JUL-2019 00:00:00 35A 水質分析計のWebﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基板製造中止対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		132		プロジェクト番号:7B303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		131		03-OCT-2017 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		131		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		131		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		131		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		131		04-JUN-2018 00:00:00 35A ｷｬﾋﾟﾗﾘｰTCD(熱伝導度型)検出器の実現性検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		131		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		131		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		131		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		131		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		131		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		131		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		131		04-SEP-2018 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		131		04-JUN-2018 00:00:00 35A FID式VOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		131		04-MAR-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		131		04-MAR-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応品質管理ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		131		02-NOV-2018 00:00:00 35A DSC-60Plusの温度変調機能付加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		131		02-APR-2019 00:00:00 35A UV-1280の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		131		04-DEC-2018 00:00:00 35A DSC-60Plusの温度変調機能付加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		131		08-JAN-2019 00:00:00 35A ASTM標準化に向けたPCB/農薬分析用GC-MS/MSﾒｿｯﾄﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		131		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC/MS脂質ﾉﾝﾀｰｹﾞｯﾄ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築のための分析ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		131		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		131		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		131		プロジェクト番号:7A209235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		130		プロジェクト番号:7U213935A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		130		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		130		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		130		プロジェクト番号:7U215035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		130		プロジェクト番号:7A204435A1306		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		130		04-FEB-2019 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		130		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		130		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		130		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		130		02-NOV-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		130		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		130		04-SEP-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		130		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		130		プロジェクト番号:7L225635A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		130		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		129		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		129		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		129		プロジェクト番号:7H264235A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		129		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		129		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		129		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		129		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		129		プロジェクト番号:7U213535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		129		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		129		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		129		07-MAY-2018 00:00:00 35A C2MAP改良に向けた調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		129		プロジェクト番号:7A208635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		129		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		129		プロジェクト番号:7Q206235A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		129		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		129		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		129		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		129		プロジェクト番号:7B223835A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		129		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		129		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		128		プロジェクト番号:7U212535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		128		プロジェクト番号:7AS07835A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		128		06-MAY-2016 00:00:00 35A 次期GCMS用ｲｵﾝ源および検出器の要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		128		プロジェクト番号:7LS23035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		128		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		128		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		128		プロジェクト番号:70S24144A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		128		プロジェクト番号:7U213935A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		128		04-DEC-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		128		プロジェクト番号:70S24144A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		128		プロジェクト番号:70S24144A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		128		08-MAY-2019 00:00:00 35A PPSQ,fNIRSの韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		128		08-MAY-2019 00:00:00 35A ECD長寿命化検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		128		08-MAY-2019 00:00:00 35A 環境製品の改正中国RoHS対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		128		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		128		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		128		04-OCT-2016 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		128		03-OCT-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		128		04-JUL-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		128		02-JUN-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		127		04-DEC-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		127		プロジェクト番号:7Q105135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		127		プロジェクト番号:7LS18035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		127		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		127		プロジェクト番号:7LS18035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		127		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		127		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		127		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		127		プロジェクト番号:7B223635A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		127		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		127		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		127		08-MAY-2019 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		127		プロジェクト番号:7BS26335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		127		02-APR-2019 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		127		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		127		プロジェクト番号:7U321235A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		127		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		127		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		127		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		127		07-MAY-2018 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		127		プロジェクト番号:7Q301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		127		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾍﾘｳﾑ置換対応機EDX-8100の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		126		02-SEP-2016 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		126		02-FEB-2017 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		126		02-MAR-2018 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		126		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		126		06-MAY-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		126		02-FEB-2017 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		126		08-MAY-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		126		02-OCT-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		126		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		126		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		126		03-JUL-2018 00:00:00 35A ｲﾝﾄﾞ製薬市場向けLabSolutions ICPMSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		126		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		126		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		126		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		126		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		125		02-JUN-2016 00:00:00 35A 次期GCMS用ｲｵﾝ源および検出器の要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		125		プロジェクト番号:7AS05735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		125		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		125		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		125		04-OCT-2016 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		125		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		125		プロジェクト番号:70324244A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		125		08-MAY-2017 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		125		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		125		04-JUN-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		125		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		125		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		125		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		125		プロジェクト番号:7A310135A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		125		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		125		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		125		プロジェクト番号:7Q206035A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		125		02-JUN-2016 00:00:00 35A 中国市場向けHPLCｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-16改良ﾓﾃﾞﾙ(CTO-16L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		124		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		124		03-APR-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		124		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		124		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		124		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,EDX/XRF/MXF		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		124		02-AUG-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		124		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		124		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		124		プロジェクト番号:70S04144A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		124		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		124		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		124		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		124		04-SEP-2018 00:00:00 35A 複数ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞによるﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽﾃﾞｰﾀの代謝ﾊﾟｽｳｪｲ解析への応用		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		124		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		123		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		123		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		123		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		123		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		123		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		123		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		123		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		123		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		123		プロジェクト番号:7B223835A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		123		プロジェクト番号:7B222535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		123		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		123		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		123		プロジェクト番号:7AS06035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		123		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		123		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		123		06-JAN-2017 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		123		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		123		04-FEB-2019 00:00:00 35A PTB対応EDX-8100Pの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		123		プロジェクト番号:7LS24035A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		123		プロジェクト番号:70S24144A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		123		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		123		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		123		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		123		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		122		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		122		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		122		プロジェクト番号:7L224835A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		122		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		122		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		122		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		122		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		122		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		122		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		122		プロジェクト番号:7LS18935A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		122		プロジェクト番号:7LS24535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		122		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		122		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		122		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		122		プロジェクト番号:7B220935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		122		プロジェクト番号:7B228735A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		122		プロジェクト番号:7U212735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		122		06-MAY-2016 00:00:00 35A 応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		122		02-OCT-2018 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化-MSを用いた食品残留農薬迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発の予備検討2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		122		08-MAY-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		122		04-SEP-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		122		04-JUN-2019 00:00:00 35A DPiMS-2020 CL 薬機法ｸﾗｽⅠ登録		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		122		02-DEC-2016 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		122		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		122		プロジェクト番号:7H304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		121		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		121		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		121		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201905		121		9001677-001 償却費 ICPMS用ナノ粒子計測ユニット2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201906		121		9001677-001 償却費 ICPMS用ナノ粒子計測ユニット2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201904		121		9001677-001 償却費 ICPMS用ナノ粒子計測ユニット2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201903		121		9001677-001 償却費 ICPMS用ナノ粒子計測ユニット2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		121		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		121		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		121		02-NOV-2016 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		121		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		121		04-OCT-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		121		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		121		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		121		プロジェクト番号:7B222135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		121		02-MAR-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		121		04-DEC-2017 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		121		04-JUN-2018 00:00:00 35A SFC用分析ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		121		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		121		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		121		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		120		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		120		02-APR-2019 00:00:00 35A C2MAP-2030の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		120		09-JAN-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		120		プロジェクト番号:7A302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		120		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		120		プロジェクト番号:7A209435A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		120		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		120		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		120		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		120		02-AUG-2018 00:00:00 35A C2MAP改良に向けた調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		120		プロジェクト番号:70600244A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		120		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		120		プロジェクト番号:7A209235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		120		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		120		プロジェクト番号:7B224835A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		120		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		120		02-NOV-2018 00:00:00 35A Prominence電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻｲｵﾝｸﾛﾏﾄｼｽﾃﾑ[陰ｲｵﾝ分析用]の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		120		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		120		02-MAR-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		120		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		120		04-JUL-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		120		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		120		プロジェクト番号:7U214735A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		119		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		119		プロジェクト番号:7A205635A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		119		プロジェクト番号:7U214635A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		119		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		119		02-NOV-2016 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		119		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		119		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		119		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		119		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		118		02-JUN-2016 00:00:00 35A 応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		118		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		118		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｽﾍﾟｸﾄﾛA その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		118		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		118		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		118		02-FEB-2017 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		118		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		118		プロジェクト番号:7B218235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		118		02-NOV-2018 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		118		04-JUL-2017 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		118		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		118		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		118		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		118		04-JUL-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		118		プロジェクト番号:7H325635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		118		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		118		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		118		プロジェクト番号:7U213935A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		118		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		118		07-MAY-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		118		04-MAR-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		118		02-OCT-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		118		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		118		03-JUL-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		118		04-SEP-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		118		02-APR-2019 00:00:00 35A 抹茶の認知機能低下抑制効果を評価する試験（伊藤園、MCBIとの共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		118		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新しいｿﾌﾄｲｵﾝ化法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		118		08-JAN-2019 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		118		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		118		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		117		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		117		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		117		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		117		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		117		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		117		04-MAR-2019 00:00:00 35A DPiMS-2020 CL 薬機法ｸﾗｽⅠ登録		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		117		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		117		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		117		プロジェクト番号:7LS17435A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		117		02-MAR-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		117		プロジェクト番号:7U213635A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		117		02-NOV-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		117		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		117		02-JUN-2017 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		116		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		116		02-DEC-2016 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		116		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC関連化学品の法規制対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		116		プロジェクト番号:7B230535A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		116		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		116		プロジェクト番号:7Y207035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		116		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		116		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		116		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		116		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		116		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		116		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		116		プロジェクト番号:7Q205235A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		116		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		116		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		115		プロジェクト番号:7U213935A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		115		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		115		プロジェクト番号:7B320435A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		115		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		115		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		115		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		115		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		115		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		115		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		115		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		115		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		115		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		115		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		115		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		115		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		115		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		115		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		115		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		115		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		115		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		115		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｽﾍﾟｸﾄﾛA その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		114		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		114		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		114		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		114		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		114		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		114		08-MAY-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		114		04-MAR-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		114		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		114		03-OCT-2017 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		114		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		114		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		114		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		114		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		114		02-JUL-2019 00:00:00 35A 中国市場向け　LC-20AT高耐圧化の要素技術研究(予備研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		113		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		113		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		113		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		113		プロジェクト番号:7H264035A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		113		プロジェクト番号:7U214735A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		113		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		113		プロジェクト番号:7B223835A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		113		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		113		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		113		04-OCT-2016 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		113		02-FEB-2017 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		113		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		113		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		113		プロジェクト番号:7B223835A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		113		02-JUL-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		113		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS薬毒物迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑVer.3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		112		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		112		02-FEB-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		112		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		112		プロジェクト番号:7HS62235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		112		02-JUN-2016 00:00:00 35A 要素開発 LC用電気伝導度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		112		プロジェクト番号:7A204435A1306		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		112		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		112		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		112		08-JAN-2019 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		112		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		112		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		112		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		112		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		112		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		112		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		112		02-NOV-2016 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(2/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		112		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		112		プロジェクト番号:7U216935A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		112		プロジェクト番号:7H262235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		112		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		112		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		112		プロジェクト番号:7AS08635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		112		04-APR-2017 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		112		プロジェクト番号:7DS20135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		111		04-SEP-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		111		プロジェクト番号:7L327835A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		111		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		111		08-MAY-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		111		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		111		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		111		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		111		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		111		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		111		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		111		02-AUG-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		111		04-SEP-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		111		04-JUN-2018 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		111		03-JUL-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		111		08-MAY-2017 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		111		02-DEC-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		111		プロジェクト番号:7B223635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		111		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		111		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		111		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		111		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		111		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		110		04-JUN-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		110		プロジェクト番号:7A206535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		110		02-FEB-2018 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		110		03-OCT-2017 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		110		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		110		02-NOV-2017 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		110		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		110		06-JAN-2017 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		110		03-OCT-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		110		プロジェクト番号:7LS23735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		110		プロジェクト番号:7LS23735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		110		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		110		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		110		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		109		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		109		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		109		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		109		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		109		プロジェクト番号:7B220935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		109		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		109		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		109		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		109		03-JUL-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		109		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		109		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		109		プロジェクト番号:7U302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		109		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		108		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		108		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		108		09-JAN-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		108		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		108		プロジェクト番号:7LS18035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		108		02-AUG-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		108		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		108		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		108		02-AUG-2016 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		108		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		108		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		108		プロジェクト番号:7Q306035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		108		03-OCT-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		108		02-AUG-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		108		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		107		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		107		02-JUN-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		107		プロジェクト番号:70324244A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		107		02-FEB-2018 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		107		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		107		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		107		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		107		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		107		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		107		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		107		02-JUN-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		107		プロジェクト番号:7U214535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		107		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		107		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		107		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		107		04-JUN-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		107		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		107		02-DEC-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		107		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		106		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		106		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		106		02-DEC-2016 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		106		02-MAR-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		106		05-JUL-2016 00:00:00 35A 応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		106		02-JUN-2016 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		106		02-DEC-2016 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		106		プロジェクト番号:7U211535A1505		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		106		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		106		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		106		プロジェクト番号:7B230935A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		106		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		106		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		106		02-MAR-2017 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		106		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		106		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		106		プロジェクト番号:7A206635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		106		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		106		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		106		プロジェクト番号:7LS18335A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		106		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		106		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		106		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		106		プロジェクト番号:7B229735A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		106		06-JAN-2017 00:00:00 35A 免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		106		08-MAY-2019 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		105		プロジェクト番号:7BS28835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		105		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		105		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		105		04-JUL-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		105		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		105		プロジェクト番号:7L225035A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		105		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		105		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		105		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		105		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		105		03-JUL-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		105		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		105		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		105		プロジェクト番号:7B226935A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		105		プロジェクト番号:7U214335A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		105		09-JAN-2018 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		104		03-JUL-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		104		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		104		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		104		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		104		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,技術部 要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		104		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		104		プロジェクト番号:7L218535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		104		プロジェクト番号:7U215035A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		104		プロジェクト番号:7H263635A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		104		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		104		02-DEC-2016 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた岸和田市上下水道局との共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		104		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		104		プロジェクト番号:7H301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		103		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		103		04-SEP-2017 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		103		プロジェクト番号:7B224835A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		103		08-JAN-2019 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		103		04-FEB-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		103		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		103		04-SEP-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		103		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		103		プロジェクト番号:7U217735A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		103		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		103		プロジェクト番号:7Y207035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		103		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		103		05-JUL-2016 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		103		02-DEC-2016 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		103		09-JAN-2018 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		103		02-FEB-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLC-MS用ｶﾗﾑの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		103		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		103		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		103		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		103		04-JUN-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		103		08-MAY-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		103		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		103		04-DEC-2017 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		102		04-JUN-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用代謝物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの開発とSignpost MS導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		102		04-DEC-2017 00:00:00 35A CAS社向け分析天びん(CAT)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		102		02-JUN-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		102		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		102		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		102		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		102		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		102		04-JUN-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		102		プロジェクト番号:7A209235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		102		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		102		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		102		プロジェクト番号:7DS20435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		102		プロジェクト番号:7Q206235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		102		プロジェクト番号:7Y208135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		102		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		102		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		102		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		102		プロジェクト番号:7QS05035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		102		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		102		プロジェクト番号:7L218335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		102		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		102		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		102		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		102		02-NOV-2017 00:00:00 35A MALDIによるﾚﾝｻ球菌の株識別能向上の技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		102		プロジェクト番号:7U215435A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		102		02-SEP-2016 00:00:00 35A MSｿﾌﾄｳｪｱのWindows10との互換性予備調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		102		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		102		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		102		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		101		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		101		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		101		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		101		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		101		02-AUG-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		101		プロジェクト番号:7L221235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		101		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		101		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		101		04-DEC-2018 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化-MSを用いた食品残留農薬迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発の予備検討2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		101		プロジェクト番号:7B224335A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		101		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		101		02-AUG-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		101		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		101		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		101		03-OCT-2017 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		101		08-MAY-2017 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		101		04-SEP-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		101		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		101		プロジェクト番号:7US14135A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		101		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		101		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		101		08-JAN-2019 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		101		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		101		09-JAN-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		101		04-DEC-2017 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		101		04-DEC-2017 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻの実試料での検証と事例蓄積		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		101		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		101		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		101		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		101		03-APR-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		100		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		100		プロジェクト番号:7BS20335A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		100		プロジェクト番号:7HS65135A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		100		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾄﾘﾌﾟﾙ四重極型質量分析計を用いた食品ｱﾚﾙｷﾞｰMRMﾗｲﾌﾞﾗﾘの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		100		09-JAN-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		100		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS薬毒物迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑVer.3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		100		04-FEB-2019 00:00:00 35A ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻを用いた修飾ｱﾐﾉ酸分析法の開発（大阪大学との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		100		02-MAR-2018 00:00:00 35A SFC用分析ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		100		02-AUG-2016 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		100		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		100		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		100		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		100		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		100		02-DEC-2016 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		100		06-JAN-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		100		02-MAR-2017 00:00:00 35A 超ｸﾘｰﾝ排出規制対応排ｶﾞｽ分析計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		100		02-NOV-2016 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		100		06-MAY-2016 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		100		02-JUN-2016 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		100		02-DEC-2016 00:00:00 35A 高圧ｶﾞｽ保安法施行令改正対応Nexera UCの機能改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		100		02-MAR-2017 00:00:00 35A 超ｸﾘｰﾝ排出規制対応排ｶﾞｽ分析計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		100		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		100		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		100		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		100		プロジェクト番号:7L223035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		100		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		100		プロジェクト番号:7B223635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		100		プロジェクト番号:70S04644A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		99		02-AUG-2016 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		99		プロジェクト番号:7U217035A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		99		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		99		04-DEC-2018 00:00:00 35A 熱処理不要のﾉﾛｳｨﾙｽ検出試薬ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		99		プロジェクト番号:70324044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		99		プロジェクト番号:7U216935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		99		プロジェクト番号:7U217035A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		99		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		99		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻの実試料での検証と事例蓄積		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		99		02-JUN-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		99		プロジェクト番号:7AS06035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		99		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		99		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		99		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		99		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		99		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		99		プロジェクト番号:70324244A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		99		プロジェクト番号:7L327835A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		99		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		99		02-NOV-2018 00:00:00 35A HS-20ｼﾘｰｽﾞのUL/CSA認証対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		98		02-OCT-2018 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		98		04-JUN-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		98		02-FEB-2018 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		98		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		98		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		98		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		98		08-MAY-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		98		07-MAY-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		98		03-JUL-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		98		02-OCT-2018 00:00:00 35A KERN社向け　分析天びん(ABPｼﾘｰｽﾞ)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		98		04-FEB-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		98		02-APR-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗLC用ｵｰﾄｻﾝﾌﾟﾗの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		98		02-OCT-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		98		02-OCT-2018 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		98		04-FEB-2019 00:00:00 35A DPiMS-2020 CL 薬機法ｸﾗｽⅠ登録		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		98		02-OCT-2018 00:00:00 35A GC改正中国RoHS対応（開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		98		02-OCT-2018 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		98		04-DEC-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		98		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		98		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		98		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		98		02-MAR-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		98		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		98		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		98		02-NOV-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		97		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		97		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		97		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		97		プロジェクト番号:7LS15535A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		97		プロジェクト番号:7A209135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		97		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		97		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		97		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		97		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		97		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		97		02-JUL-2019 00:00:00 35A I1_応力発光技術を用いたﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ耐久試験ｼｽﾃﾑの試作(ﾕｱｻｼｽﾃﾑ機器との共同研)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		97		02-AUG-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		97		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		97		04-DEC-2018 00:00:00 44A I3_絶対位置機能付き特型AG-Xの通信エラー対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		97		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		97		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		97		02-MAR-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		97		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		97		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		97		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		96		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		96		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		96		プロジェクト番号:7AS08035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		96		プロジェクト番号:7AS03135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		96		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		96		02-AUG-2016 00:00:00 35A 温室効果ｶﾞｽ分析ｼｽﾃﾑの検討(農業環境技術研究所との共同研究 平成27年度分)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		96		プロジェクト番号:7U217135A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		96		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		96		04-JUN-2019 00:00:00 35A LCMSによるビタミンD分析の評価(東京慈恵医大　共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		96		08-MAY-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		96		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		96		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		96		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		96		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		96		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		96		08-JAN-2019 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ溶出試験用　溶出試験機の開発(OEM) (開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		96		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		96		02-NOV-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		96		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		96		プロジェクト番号:7BS27135A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		96		プロジェクト番号:7HS65135A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		96		02-AUG-2017 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		96		プロジェクト番号:7LS18035A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		95		プロジェクト番号:7B227835A1803		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		95		プロジェクト番号:7U217735A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		95		プロジェクト番号:7B222935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		95		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		95		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		95		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		95		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		95		02-MAR-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		95		プロジェクト番号:7BS18235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		95		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		95		02-FEB-2017 00:00:00 35A 要素開発 RF用Xeﾗﾝﾌﾟ電源製造中止対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		95		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		95		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		95		プロジェクト番号:7B302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		95		02-APR-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		95		プロジェクト番号:7U211035A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		95		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		95		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		95		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		95		02-AUG-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		95		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		95		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		95		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		95		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		95		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		95		02-SEP-2016 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		94		プロジェクト番号:7Q205135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		94		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		94		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		94		04-DEC-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		94		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		94		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		94		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		94		04-FEB-2019 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		94		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		94		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		94		02-DEC-2016 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		94		04-OCT-2016 00:00:00 35A 高砂香料工業向けGC品質管理用自動判定ｿﾌﾄ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		94		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		94		プロジェクト番号:7B225735A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		94		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		94		プロジェクト番号:7AS08635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		94		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC-ICPMSの元素OMICSへの応用(ﾒｿｯﾄﾞの開発)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		93		02-DEC-2016 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		93		02-NOV-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		93		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		93		プロジェクト番号:7B230735A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		93		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		93		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		93		06-MAY-2016 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		93		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		93		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		93		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		93		02-APR-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		93		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		93		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		93		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		93		02-APR-2019 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		92		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		92		プロジェクト番号:7B224035A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		92		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		92		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		92		プロジェクト番号:7HS61535A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		92		プロジェクト番号:7LS18735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		92		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		92		04-FEB-2019 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		92		プロジェクト番号:70205444A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		92		プロジェクト番号:7D220635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		92		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		92		プロジェクト番号:7H264035A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		92		04-SEP-2017 00:00:00 35A ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾗﾎﾞ 添加剤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの島津ﾌｫｰﾏｯﾄ版の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		92		06-JAN-2017 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた岸和田市上下水道局との共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		91		02-MAR-2017 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた岸和田市上下水道局との共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		91		07-MAY-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		91		08-JAN-2019 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		91		07-MAY-2018 00:00:00 35A 埼玉県境環境科学国際センターとの共同開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		91		07-MAY-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		91		07-MAY-2018 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究センターとの共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		91		07-MAY-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		91		04-SEP-2018 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		91		02-OCT-2018 00:00:00 35A KERN社向け　分析天びん(ABPｼﾘｰｽﾞ)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		91		04-FEB-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		91		04-MAR-2019 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究　琵琶湖水のTOC計測方法に関する研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		91		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		91		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		91		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		91		08-MAY-2019 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		91		プロジェクト番号:7HS61935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		91		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		91		05-JUL-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品血中濃度定量用iMRM Antibodyの開発と製造委託		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		91		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		91		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		91		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		91		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		91		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		91		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		91		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		91		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		91		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		91		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		91		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		91		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		91		08-MAY-2019 00:00:00 44A I3_TRAPEZIUMX-VｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS機能強化版への対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		91		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		90		プロジェクト番号:7B229535A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		90		プロジェクト番号:70300544A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		90		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		90		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		90		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		90		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		90		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		90		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		90		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		90		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		90		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		90		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		90		04-DEC-2018 00:00:00 35A PTB対応EDX-8100Pの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		90		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		90		06-MAY-2016 00:00:00 35A 新興国市場向けAA-6880シリーズ英語版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		90		08-MAY-2019 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		90		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		90		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		89		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		89		04-SEP-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		89		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		89		02-SEP-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのAOC-5000/6000対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		89		プロジェクト番号:7L223435A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		89		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		89		プロジェクト番号:7U321135A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		89		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		89		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		89		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		89		08-JAN-2019 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		89		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		89		プロジェクト番号:7B925635A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		89		プロジェクト番号:7U217235A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		88		プロジェクト番号:7BS20635A1906		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		88		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		88		02-MAR-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		88		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		88		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		88		プロジェクト番号:7Y300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		88		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		88		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		88		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		88		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		88		06-JAN-2017 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		88		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		88		02-FEB-2018 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		88		06-MAY-2016 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		88		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		88		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		88		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		88		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		88		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		88		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		88		03-JUL-2018 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		88		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		87		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		87		04-DEC-2017 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		87		02-NOV-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		87		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		87		プロジェクト番号:70S05244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		87		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		87		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		87		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		87		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		87		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		87		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		87		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		87		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		87		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		87		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		87		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		87		プロジェクト番号:7LS24035A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		87		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		87		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		87		02-NOV-2016 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		87		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		87		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		86		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		86		03-JUL-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		86		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		86		プロジェクト番号:7U215435A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		86		プロジェクト番号:7B227835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		86		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		86		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		86		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		86		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		86		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		86		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		86		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		86		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		86		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		86		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		86		プロジェクト番号:7Y206735A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		86		プロジェクト番号:7Q205235A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		86		プロジェクト番号:7B223735A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		86		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		86		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		86		プロジェクト番号:7QS05035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		86		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		86		04-APR-2017 00:00:00 35A UV-3600/SS-3700及び専用付属品RoHS対応,UV-3600及び専用付属品ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		86		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		86		プロジェクト番号:7Y208635A1903		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		86		07-MAY-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		85		02-DEC-2016 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		85		プロジェクト番号:7U216935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		85		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		85		プロジェクト番号:7H264935A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		85		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,技術部 要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		85		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		85		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		85		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		85		09-JAN-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		85		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		85		04-MAR-2019 00:00:00 35A B業種の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		85		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		85		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		85		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		85		プロジェクト番号:7U212535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		85		プロジェクト番号:7H262835A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		85		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		85		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		85		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		85		04-FEB-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化-MSを用いた食品残留農薬迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発の予備検討2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		85		プロジェクト番号:7B228335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		85		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		85		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		85		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		85		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		85		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		85		07-MAY-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		84		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		84		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		84		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		84		プロジェクト番号:7US16135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		84		プロジェクト番号:7DS20435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		84		06-JAN-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		84		03-OCT-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		84		08-MAY-2019 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究}		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		84		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		83		04-OCT-2016 00:00:00 35A PolyScience社 電気冷却装置の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		83		02-DEC-2016 00:00:00 35A 合成抗菌剤/ﾏｲｺﾄｷｼﾝのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析用i-Series専用ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		83		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		83		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		83		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		83		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		83		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		83		プロジェクト番号:7L223035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		83		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		83		02-SEP-2016 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		83		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		83		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		83		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		83		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		83		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		83		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		83		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		83		04-JUL-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		82		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		82		02-DEC-2016 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		82		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		82		プロジェクト番号:7H264335A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		82		08-MAY-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		82		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		82		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		82		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		82		02-APR-2019 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		82		プロジェクト番号:7Y207335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		82		02-AUG-2018 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		82		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		82		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		82		08-JAN-2019 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		82		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		82		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		82		02-DEC-2016 00:00:00 35A 要素開発 細胞培養支援装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		82		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		81		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		81		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		81		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		81		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		81		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		81		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		81		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		81		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		81		プロジェクト番号:7AS06035A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		81		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		81		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		81		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		81		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		81		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		81		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		81		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		81		02-AUG-2017 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた岸和田市上下水道局との共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		81		04-SEP-2017 00:00:00 35A YPS製FEｴﾐｯﾀの評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		81		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾍﾘｳﾑ置換対応機EDX-8100の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		81		04-JUL-2017 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		81		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		81		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		81		プロジェクト番号:7YS07835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		81		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		81		プロジェクト番号:7H306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		81		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		81		03-APR-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		81		02-FEB-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		81		03-APR-2018 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		80		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		80		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		80		プロジェクト番号:7B226935A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		80		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		80		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		80		02-JUN-2017 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		80		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		80		02-JUN-2016 00:00:00 35A 液回収C2Pｼｽﾃﾑ用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		80		02-DEC-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		80		02-FEB-2017 00:00:00 35A 高砂香料工業向けGC品質管理用自動判定ｿﾌﾄ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		80		02-SEP-2016 00:00:00 35A 中国市場向けHPLCｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-16改良ﾓﾃﾞﾙ(CTO-16L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		80		05-JUL-2016 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		80		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		80		02-JUN-2016 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		80		02-MAR-2018 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		80		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		80		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		79		プロジェクト番号:70324044A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		79		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		79		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		79		02-MAR-2017 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		79		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		79		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		79		プロジェクト番号:7AS09035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		79		プロジェクト番号:7Q206235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		79		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		79		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		79		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		79		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		79		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		79		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		79		プロジェクト番号:7B230035A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		79		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		79		プロジェクト番号:7B223935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		79		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		79		03-OCT-2017 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		79		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		79		プロジェクト番号:7H325235A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		79		04-MAR-2019 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		79		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		79		プロジェクト番号:7B226935A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		78		02-AUG-2017 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		78		02-OCT-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		78		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		78		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		78		プロジェクト番号:70324044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		78		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		78		プロジェクト番号:7B301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		78		プロジェクト番号:7U320935A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		78		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		78		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		78		02-NOV-2016 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		78		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		78		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		78		02-JUL-2019 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		78		02-AUG-2016 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		78		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		78		02-JUN-2016 00:00:00 35A 温室効果ｶﾞｽ分析ｼｽﾃﾑの検討(農業環境技術研究所との共同研究 平成27年度分)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		78		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		78		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		78		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		78		プロジェクト番号:7Q205835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		78		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		78		03-APR-2018 00:00:00 35A 脂質ﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVersion 3の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		78		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		78		02-NOV-2018 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		78		02-AUG-2016 00:00:00 35A PolyScience社 電気冷却装置の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		78		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		77		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		77		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		77		03-JUL-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		77		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		77		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		77		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		77		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		77		プロジェクト番号:7L302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		77		04-SEP-2017 00:00:00 35A i-series モデルチェンジ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		77		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		77		02-DEC-2016 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		77		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		77		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		77		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		77		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		77		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		77		04-FEB-2019 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		77		プロジェクト番号:70324244A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		77		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		77		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		76		08-MAY-2019 00:00:00 35A ICPMSのEL対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201905		76		9001675-001 償却費 ICPMS2030		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201903		76		9001675-001 償却費 ICPMS2030		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201904		76		9001675-001 償却費 ICPMS2030		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201906		76		9001675-001 償却費 ICPMS2030		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		76		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		76		プロジェクト番号:7YS05835A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		76		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		76		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		76		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		76		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		76		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		76		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		76		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		76		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		76		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		76		08-JAN-2019 00:00:00 35A 抹茶の認知機能低下抑制効果を評価する試験（伊藤園、MCBIとの共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		76		08-MAY-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		76		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		76		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		76		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		76		プロジェクト番号:7AS04435A1306		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		76		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		76		07-MAY-2018 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		76		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		76		03-APR-2018 00:00:00 35A 混合物のﾘｽｸ評価に用いる分析基盤の構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		76		02-JUN-2016 00:00:00 35A GC-MSを用いた農薬ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築 -知の拠点重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 平成27年度の研究活動-		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		76		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		75		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		75		04-JUN-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		75		プロジェクト番号:7U303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		75		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		75		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		75		02-APR-2019 00:00:00 35A 水質分析計のWebﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基板製造中止対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		75		プロジェクト番号:7Q205635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		75		プロジェクト番号:7H325235A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		75		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		75		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		75		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		75		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		75		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		75		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		75		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		75		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		75		04-JUN-2018 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		75		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		75		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		75		08-MAY-2019 00:00:00 35A DPiMS-2020 CL 薬機法ｸﾗｽⅠ登録		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		75		02-NOV-2018 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化-MSを用いた食品残留農薬迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発の予備検討2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		75		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		75		プロジェクト番号:7B226935A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		75		04-MAR-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		74		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		74		プロジェクト番号:7B221335A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		74		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		74		08-JAN-2019 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		74		09-JAN-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		74		09-JAN-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		74		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		74		プロジェクト番号:7L327835A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		74		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの実検体評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		74		08-MAY-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		74		04-SEP-2017 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		74		04-SEP-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		74		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		74		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		74		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		74		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		74		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		74		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		74		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		74		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		74		02-JUL-2019 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		74		02-NOV-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		74		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		73		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		73		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		73		09-JAN-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		73		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		73		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		73		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		73		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		73		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		73		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		73		プロジェクト番号:7B223935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		73		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		73		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		73		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・大気		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		73		プロジェクト番号:7H325335A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		73		プロジェクト番号:7YS05835A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		73		04-DEC-2017 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		73		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		73		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		73		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		73		04-SEP-2017 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		73		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		73		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		73		プロジェクト番号:7B227435A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		73		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		72		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		72		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		72		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		72		04-JUN-2018 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		72		プロジェクト番号:7Q205135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		72		プロジェクト番号:7QS05035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		72		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		72		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		72		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		72		プロジェクト番号:7B327335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		72		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		72		プロジェクト番号:7L224835A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		72		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		72		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		72		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		72		プロジェクト番号:7LS20035A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		72		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		72		02-AUG-2018 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		72		04-FEB-2019 00:00:00 35A EPMA 画像表示CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		72		02-JUL-2019 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		72		プロジェクト番号:7A209835A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		72		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		72		プロジェクト番号:7L328035A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		72		プロジェクト番号:7U321335A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		72		プロジェクト番号:7U321335A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		72		04-APR-2017 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		72		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		72		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		71		プロジェクト番号:7A208835A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		71		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		71		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		71		02-NOV-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		71		04-OCT-2016 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		71		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		71		04-JUN-2019 00:00:00 44A I3_TRAPEZIUMX-VｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS機能強化版への対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		71		06-MAY-2016 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ医薬品凝集状態の解析		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		71		05-JUL-2016 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ医薬品凝集状態の解析		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		71		02-MAR-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		71		04-OCT-2016 00:00:00 44A I5_ﾄﾞｲﾂのCRO Coriolis Phamaでのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		71		02-SEP-2016 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		71		02-AUG-2016 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		71		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		71		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		71		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		71		プロジェクト番号:7Y204135A1412		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		71		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		71		プロジェクト番号:7BS22335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		71		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		71		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		70		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		70		03-APR-2018 00:00:00 35A Cell3iMager duosを用いた陽子線治療併用抗がん剤スクリーニングの定量評価法開発に関する筑波大学との共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		70		04-JUN-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		70		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		70		02-DEC-2016 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		70		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		70		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		70		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		70		02-JUL-2019 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		70		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		70		プロジェクト番号:7Y301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		70		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		70		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC/MS脂質ﾉﾝﾀｰｹﾞｯﾄ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築のための分析ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		70		プロジェクト番号:7B222135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		70		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		70		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		70		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		70		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		70		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		70		02-APR-2019 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		70		04-APR-2017 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		70		02-DEC-2016 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		70		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		70		08-JAN-2019 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		69		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		69		プロジェクト番号:7H264335A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		69		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		69		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		69		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		69		02-MAR-2018 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		69		08-MAY-2019 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		69		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		69		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		69		プロジェクト番号:7BS27035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		69		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		69		プロジェクト番号:7B220935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		69		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		69		プロジェクト番号:7U211035A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		69		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		69		06-JAN-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		69		02-NOV-2016 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		69		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		69		02-JUL-2019 00:00:00 44A I3_TRAPEZIUMX-VｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS機能強化版への対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		69		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		69		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		69		プロジェクト番号:7U303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		69		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		69		プロジェクト番号:7B223935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		69		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		69		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		69		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		69		03-APR-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		69		プロジェクト番号:7LS15535A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		68		プロジェクト番号:7U214535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		68		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		68		02-AUG-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		68		04-JUL-2017 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		68		02-AUG-2017 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		68		02-JUN-2017 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		68		04-SEP-2017 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		68		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		68		プロジェクト番号:7U321035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		68		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		68		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		68		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		68		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		68		プロジェクト番号:7US16135A1803		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		68		04-JUN-2019 00:00:00 35A Nexeraｼﾘｰｽﾞに対応した高速有機酸ｶﾗﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		68		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		68		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		68		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		68		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		68		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		68		プロジェクト番号:7HS64735A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		68		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		68		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		68		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		68		プロジェクト番号:7B228435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		68		プロジェクト番号:7B227935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		68		プロジェクト番号:7Y208335A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		68		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		68		プロジェクト番号:7L221035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		68		プロジェクト番号:7H324935A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		68		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		68		04-MAR-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		68		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		68		02-APR-2019 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		68		08-MAY-2019 00:00:00 35A 軽度認知障害における介入ｱﾌﾟﾛｰﾁと生体ﾏｰｶに関する探索的検討 -島根大学、ERISA社、MCS社との共同研		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201805		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201801		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201807		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201803		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201711		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201903		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201809		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201811		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201901		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201609		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201701		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201605		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201607		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201611		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201709		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201707		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201705		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201703		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201905		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201804		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201712		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201806		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201802		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201710		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201812		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201902		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201810		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201808		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201904		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201906		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201608		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201610		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201604		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201612		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201606		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201708		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201704		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201702		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201706		68		9001285-001 償却費 分級装置(遠心流動場分離法CF3）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		68		プロジェクト番号:7LS25935A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		68		03-APR-2018 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		68		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		68		02-MAR-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		67		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		67		06-JAN-2017 00:00:00 35A 中国中級GC市場向けｷｬﾋﾟﾗﾘ専用GC装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		67		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		67		プロジェクト番号:7B223735A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		67		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		67		04-SEP-2017 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌの市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		67		04-SEP-2017 00:00:00 35A 改正中国RoHS対応の調査ならびに実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		67		08-MAY-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		67		02-DEC-2016 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		67		02-JUN-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		67		04-SEP-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝTN計の市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		67		04-SEP-2017 00:00:00 35A TOFMS用高速極性切替高安定高圧電源のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ機開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		67		02-AUG-2017 00:00:00 35A Flash Xeﾗﾝﾌﾟ搭載の分光光度計のための基礎検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		67		04-JUL-2017 00:00:00 35A FID式ｵﾝﾗｲﾝVOC計BTX測定市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		67		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		67		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		67		06-JAN-2017 00:00:00 35A 複数のﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞを活用した多角的なﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽﾃﾞｰﾀへの応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		67		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		67		プロジェクト番号:7Y301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		67		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		67		02-MAR-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		67		02-FEB-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		67		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新型走査型プローブ顕微鏡(SPM)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		67		09-JAN-2018 00:00:00 35A iMScopeの欧州規格対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		67		04-MAR-2019 00:00:00 44A I5_微粒子画像解析技術の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		67		02-DEC-2016 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		67		プロジェクト番号:7L218435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		67		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		67		プロジェクト番号:7BS27035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		67		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		67		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		67		02-NOV-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		67		08-MAY-2019 00:00:00 35A 日和見感染症ｳｨﾙｽ検出ｷｯﾄの有用性評価に関する研究[神鋼記念病院との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		67		02-NOV-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		67		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		67		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		67		04-OCT-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		67		06-JAN-2017 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		67		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		67		02-DEC-2016 00:00:00 35A 高砂香料工業向けGC品質管理用自動判定ｿﾌﾄ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		67		02-DEC-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		67		02-MAR-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		67		04-APR-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		67		06-JAN-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		67		02-SEP-2016 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		67		02-DEC-2016 00:00:00 35A FFNSC香料ﾗｲﾌﾞﾗﾘのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		67		02-SEP-2016 00:00:00 35A UVｼﾘｰｽﾞの売上増のためのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		67		04-APR-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		67		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		67		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		66		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		66		03-OCT-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		66		プロジェクト番号:7QS05035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		66		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		66		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		66		02-DEC-2016 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		66		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		66		06-MAY-2016 00:00:00 35A 温室効果ｶﾞｽ分析ｼｽﾃﾑの検討(農業環境技術研究所との共同研究 平成27年度分)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		66		プロジェクト番号:70204744A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		66		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		66		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		66		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		66		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		66		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		66		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		66		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		66		プロジェクト番号:7BS18235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		66		03-OCT-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		66		02-AUG-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		66		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		66		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		66		プロジェクト番号:7A209435A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		66		プロジェクト番号:7H264535A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		66		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		66		04-JUL-2017 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		66		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		66		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		66		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		66		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		65		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		65		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		65		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		65		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		65		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,NIRS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		65		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		65		04-JUN-2018 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		65		02-APR-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		65		02-NOV-2018 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		65		02-OCT-2018 00:00:00 35A 低価格ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		65		07-MAY-2018 00:00:00 35A Cell3iMager duosを用いた陽子線治療併用抗がん剤スクリーニングの定量評価法開発に関する筑波大学との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		65		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC-ICPMSの元素OMICSへの応用(ﾒｿｯﾄﾞの開発)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		65		02-AUG-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性の研究[成育医療研究ｾﾝﾀｰとの共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		65		02-AUG-2018 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		65		03-JUL-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性の研究[成育医療研究ｾﾝﾀｰとの共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		65		08-JAN-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		65		04-DEC-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ溶出試験用　溶出試験機の開発(OEM) (開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		65		02-NOV-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性の研究[成育医療研究ｾﾝﾀｰとの共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		65		04-MAR-2019 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		65		04-FEB-2019 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		65		02-OCT-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性の研究[成育医療研究ｾﾝﾀｰとの共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		65		04-MAR-2019 00:00:00 35A 水質分析計のWebﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ基板製造中止対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		65		02-OCT-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		65		04-FEB-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応品質管理ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		65		02-OCT-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ溶出試験用　溶出試験機の開発(OEM) (開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		65		04-SEP-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性の研究[成育医療研究ｾﾝﾀｰとの共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		65		02-OCT-2018 00:00:00 35A 複数ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞによるﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽﾃﾞｰﾀの代謝ﾊﾟｽｳｪｲ解析への応用		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		65		04-DEC-2018 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		65		04-DEC-2018 00:00:00 35A 定量ｽﾄﾘｯﾌﾟ法によるEBｳｨﾙｽDNA定量検査の有用性の研究[成育医療研究ｾﾝﾀｰとの共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		65		プロジェクト番号:7Q204635A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		65		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		65		プロジェクト番号:7L327935A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		65		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		65		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		65		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		65		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		65		プロジェクト番号:7B231035A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		65		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		65		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		65		プロジェクト番号:7U217035A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		65		プロジェクト番号:7YS05835A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		64		04-MAR-2019 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		64		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		64		04-DEC-2017 00:00:00 35A LC-ICPMSの元素OMICSへの応用(ﾒｿｯﾄﾞの開発)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		64		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		64		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		64		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		64		02-OCT-2018 00:00:00 35A 熱量ﾊﾞﾝﾄﾞ制対応ｼｽﾃﾑの調査検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		64		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		64		プロジェクト番号:7L221435A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		64		04-FEB-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		64		06-JAN-2017 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		64		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		64		04-JUN-2019 00:00:00 35A 環境製品の改正中国RoHS対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		64		08-MAY-2019 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		64		04-JUN-2019 00:00:00 35A PTB対応EDX-8100Pの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		64		04-JUN-2019 00:00:00 35A SEG及びSAP向けGC-2010 Proの開発(開発委託先：SSL中国開発センタ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		64		04-JUN-2019 00:00:00 35A 日和見感染症ｳｨﾙｽ検出ｷｯﾄの有用性評価に関する研究[神鋼記念病院との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		64		02-JUL-2019 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2019年度の研究活動-		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		64		02-JUL-2019 00:00:00 35A SEG及びSAP向けGC-2010 Proの開発(開発委託先：SSL中国開発センタ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		64		プロジェクト番号:7L327835A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		64		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		64		04-JUN-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		64		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		64		プロジェクト番号:7Q204635A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		64		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		64		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		64		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		64		プロジェクト番号:7A206935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		64		プロジェクト番号:7BS22535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		64		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		64		プロジェクト番号:7H262835A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		64		プロジェクト番号:7B223035A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		64		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		64		07-MAY-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		64		02-SEP-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		64		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		64		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		63		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		63		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		63		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		63		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		63		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		63		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		63		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		63		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		63		02-MAR-2017 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		63		プロジェクト番号:7L216935A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		63		プロジェクト番号:7L327935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		63		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		63		プロジェクト番号:70324044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		63		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		63		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		63		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		63		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		63		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		63		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		63		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		63		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		63		04-DEC-2018 00:00:00 35A TOC-4200 韓国用ｿﾌﾄｳｪｱ対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		63		04-JUN-2019 00:00:00 35A LCMS-9030のUL/CSA認証対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		63		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		62		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		62		プロジェクト番号:7Q206135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		62		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		62		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		62		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		62		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		62		04-DEC-2018 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		62		04-JUN-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		62		02-APR-2019 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		62		02-MAR-2018 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		62		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		62		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		62		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		62		02-NOV-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		62		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		62		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		62		プロジェクト番号:7L220935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		62		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		62		06-JAN-2017 00:00:00 35A 異物分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		62		03-OCT-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		62		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		61		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		61		プロジェクト番号:7H263435A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		61		プロジェクト番号:7H325435A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		61		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		61		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		61		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		61		プロジェクト番号:7Q303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		61		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		61		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		61		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		61		02-FEB-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		61		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		61		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		61		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		61		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		61		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		61		04-DEC-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		61		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		61		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		61		02-NOV-2017 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		61		04-OCT-2016 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		61		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		61		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		61		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		61		03-OCT-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		61		07-MAY-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		61		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		61		02-JUL-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		61		03-OCT-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		61		プロジェクト番号:7U321035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		61		08-MAY-2017 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		60		02-AUG-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		60		09-JAN-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		60		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		60		02-FEB-2018 00:00:00 35A 混合物のﾘｽｸ評価に用いる分析基盤の構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		60		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		60		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		60		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		60		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		60		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		60		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		60		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		60		08-MAY-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		60		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		60		04-JUL-2017 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		60		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		60		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		60		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		60		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		60		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		60		05-JUL-2016 00:00:00 35A 燃焼排ｶﾞｽ中PM2.5の測定技術確立のための共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		60		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		60		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		60		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		60		03-JUL-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		60		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		60		プロジェクト番号:7Q206235A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		60		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		60		プロジェクト番号:7H325735A1906		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		59		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		59		プロジェクト番号:7AS06035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		59		プロジェクト番号:7Q322735A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		59		プロジェクト番号:7U216935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		59		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		59		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		59		プロジェクト番号:70324044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		59		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		59		プロジェクト番号:7LS25635A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		59		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		59		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		59		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		59		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		59		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		59		03-JUL-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		59		04-SEP-2018 00:00:00 35A LC改正中国RoHS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		59		04-MAR-2019 00:00:00 35A UV-1280の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		59		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		59		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		59		04-JUN-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		59		プロジェクト番号:70324044A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		58		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		58		04-JUL-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		58		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		58		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		58		プロジェクト番号:7BS21435A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		58		06-MAY-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(1/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		58		02-NOV-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		58		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		58		04-MAR-2019 00:00:00 35A ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ拡充を目的としたLC消耗品の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		58		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		58		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		58		03-APR-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		58		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		58		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		58		02-APR-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		58		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		58		02-SEP-2016 00:00:00 35A GCMS-TQﾊｲｴﾝﾄﾞﾓﾃﾞﾙの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		58		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		58		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		58		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		58		08-MAY-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		58		04-JUN-2019 00:00:00 35A CHUﾓﾝﾍﾟﾘｴ大でのｱﾐﾛｲﾄﾞMS解析準備		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		58		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		58		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		57		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		57		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		57		04-JUN-2019 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		57		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		57		プロジェクト番号:7Q206135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		57		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		57		プロジェクト番号:7Q205635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		57		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		57		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		57		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用最適化ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		57		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		57		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		57		08-MAY-2019 00:00:00 35A 抹茶の認知機能低下抑制効果を評価する試験（伊藤園、MCBIとの共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		57		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		57		03-OCT-2017 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		57		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		57		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		57		08-MAY-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		57		プロジェクト番号:7US16135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		57		プロジェクト番号:7U321135A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		57		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,天びん その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		57		02-NOV-2016 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		57		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		56		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		56		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		56		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		56		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		56		プロジェクト番号:70300444A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		56		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		56		プロジェクト番号:7BS27035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		56		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		56		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		56		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		56		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		56		プロジェクト番号:7Y204135A1412		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		56		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		56		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		56		プロジェクト番号:7U217335A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		56		プロジェクト番号:7Q303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		56		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		56		04-DEC-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		56		02-AUG-2017 00:00:00 35A MSｲﾒｰｼﾞ解析ｿﾌﾄｳｪｱ ﾊﾟｲﾛｯﾄ版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		55		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		55		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		55		03-APR-2018 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		55		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		55		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		55		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		55		プロジェクト番号:7A208835A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		55		05-JUL-2016 00:00:00 35A PolyScience社 電気冷却装置の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		55		プロジェクト番号:7Q204535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		55		02-SEP-2016 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		55		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		55		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		55		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		55		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		55		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		55		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		55		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		55		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		55		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		55		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		55		04-SEP-2018 00:00:00 35A ICPEsolutionﾏﾙﾁﾃﾞｰﾀ登録及びWindows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		55		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		55		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		54		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		54		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		54		プロジェクト番号:7AS07335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		54		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		54		プロジェクト番号:7LS25635A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		54		プロジェクト番号:7BS29435A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		54		プロジェクト番号:7B227935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		54		プロジェクト番号:7B230035A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		54		03-JUL-2018 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		54		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		54		プロジェクト番号:70S24044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		54		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		54		プロジェクト番号:70S24044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		54		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		54		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		54		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		54		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		54		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		54		プロジェクト番号:7B302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		54		03-JUL-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		54		04-OCT-2016 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		54		プロジェクト番号:7B228735A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		54		プロジェクト番号:7BS22535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		54		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		54		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		54		02-AUG-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		54		08-MAY-2017 00:00:00 35A 中国市場向け土壌分析診断ﾃﾞﾓ装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		54		03-OCT-2017 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		54		02-AUG-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		54		02-FEB-2018 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		54		02-NOV-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		54		02-NOV-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		54		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		54		02-MAR-2018 00:00:00 35A 混合物のﾘｽｸ評価に用いる分析基盤の構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		54		プロジェクト番号:7Q205635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		54		プロジェクト番号:7Y207235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		54		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		54		プロジェクト番号:7Y207035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		54		プロジェクト番号:7Y207135A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		54		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		54		02-OCT-2018 00:00:00 44A HPV-X2の防塵性能向上		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		54		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		53		プロジェクト番号:7H265035A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		53		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		53		04-JUN-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		53		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		53		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		53		02-FEB-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		53		02-AUG-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		53		06-JAN-2017 00:00:00 35A ChromSquareのWibu Key対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		53		02-NOV-2016 00:00:00 35A 高圧ｶﾞｽ保安法施行令改正対応Nexera UCの機能改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		53		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		53		05-JUL-2016 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		53		02-JUN-2016 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		53		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		53		プロジェクト番号:7B223835A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		53		プロジェクト番号:7YS05335A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		53		プロジェクト番号:7BS22535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		53		プロジェクト番号:7YS05335A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		53		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		53		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		53		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		53		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		53		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		53		02-JUL-2019 00:00:00 35A 質量分析による試料中成分の網羅的検出技術の研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		53		02-NOV-2016 00:00:00 35A PolyScience社 電気冷却装置の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		53		05-JUL-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		53		02-JUN-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		53		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		53		プロジェクト番号:7B230035A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		53		プロジェクト番号:7AS08235A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		52		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		52		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		52		04-JUN-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		52		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		52		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		52		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		52		07-MAY-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		52		02-NOV-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		52		08-JAN-2019 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		52		08-JAN-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化-MSを用いた食品残留農薬迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発の予備検討2		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		52		04-DEC-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		52		04-SEP-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		52		プロジェクト番号:7L218935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		52		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		52		04-APR-2017 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		52		02-FEB-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		52		06-MAY-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		52		プロジェクト番号:7D220635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		52		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		52		04-OCT-2016 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		52		プロジェクト番号:7B222235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		52		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		52		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		52		プロジェクト番号:7Y205035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		52		04-OCT-2016 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		52		04-APR-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		52		プロジェクト番号:7B320435A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		52		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		52		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		52		02-NOV-2016 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		52		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		51		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		51		プロジェクト番号:7QS05535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		51		プロジェクト番号:7QS05535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		51		プロジェクト番号:7L221435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		51		プロジェクト番号:7L226435A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		51		プロジェクト番号:7H261935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		51		08-JAN-2019 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		51		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		51		02-APR-2019 00:00:00 35A ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ拡充を目的としたLC消耗品の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		51		プロジェクト番号:7L327735A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		51		04-JUN-2019 00:00:00 35A SAP向けUV-1780の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		51		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		51		プロジェクト番号:7B224835A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		51		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		51		プロジェクト番号:7L220935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		51		プロジェクト番号:7BS17135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		51		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		51		02-SEP-2016 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		51		プロジェクト番号:7Q322735A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		51		プロジェクト番号:7U214335A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		51		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,技術部 要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		51		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		51		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		51		プロジェクト番号:7U212535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		51		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		51		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		51		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		50		04-DEC-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		50		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		50		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		50		プロジェクト番号:7A304035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		50		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		50		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		50		プロジェクト番号:7BS27035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		50		02-APR-2019 00:00:00 44A I3_TRAPEZIUMX-VｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS機能強化版への対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		50		プロジェクト番号:7Q205735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		50		02-AUG-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		50		04-JUN-2019 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		50		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		50		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,NIRS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		50		06-MAY-2016 00:00:00 35A 全窒素測定用ｹﾐﾙﾐ検出器のｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		50		06-JAN-2017 00:00:00 35A 要素開発 RF用Xeﾗﾝﾌﾟ電源製造中止対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		50		04-SEP-2017 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		50		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		50		02-NOV-2017 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻの実試料での検証と事例蓄積		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		50		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		50		08-MAY-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		50		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		50		02-APR-2019 00:00:00 35A ICPMS-2030のｶﾅﾀﾞCSA規格認証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		50		04-SEP-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO SQ向け製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		50		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		50		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		50		プロジェクト番号:7U303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		50		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		50		04-FEB-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		50		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		49		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		49		プロジェクト番号:7Q205135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		49		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		49		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		49		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		49		08-MAY-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		49		04-APR-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		49		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		49		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		49		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		49		プロジェクト番号:7H265035A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		49		06-JAN-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		49		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		49		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		49		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		49		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		49		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		49		08-MAY-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		49		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		49		プロジェクト番号:7A207635A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		49		プロジェクト番号:7BS28635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		49		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		48		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		48		06-MAY-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		48		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		48		03-OCT-2017 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		48		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		48		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		48		02-FEB-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		48		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		48		プロジェクト番号:7Y303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		48		03-OCT-2017 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		48		04-JUN-2019 00:00:00 35A 他社製CDS用GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのSCD対応開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		48		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		48		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		48		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		48		プロジェクト番号:7U217435A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		48		プロジェクト番号:7H264635A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		48		プロジェクト番号:7Y208735A1903		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		48		プロジェクト番号:7Y303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		48		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		48		プロジェクト番号:7B301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		48		プロジェクト番号:7U301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		48		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		48		プロジェクト番号:7DS20435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		48		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		48		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		48		プロジェクト番号:7B227935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		47		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		47		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		47		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		47		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		47		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		47		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		47		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		47		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		47		プロジェクト番号:7Q205635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		47		02-FEB-2017 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		47		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		47		09-JAN-2018 00:00:00 35A ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ濃縮導入装置Aqua PT6000ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞﾓﾃﾞﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		47		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		47		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		47		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		47		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		47		09-JAN-2018 00:00:00 35A 埼玉県境環境科学国際センターとの共同開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		47		09-JAN-2018 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究センターとの共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		47		プロジェクト番号:7Y207035A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		47		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		47		プロジェクト番号:7H264235A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		47		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		47		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		47		04-APR-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		47		06-MAY-2016 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		47		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		46		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		46		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		46		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		46		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		46		プロジェクト番号:7Q302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		46		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		46		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		46		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		46		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		46		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		46		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		46		08-MAY-2019 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		46		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		46		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		46		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		46		02-NOV-2016 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		46		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		46		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		46		02-FEB-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		46		プロジェクト番号:7U211035A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		46		プロジェクト番号:7BS27035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		46		02-AUG-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		46		02-AUG-2018 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		46		07-MAY-2018 00:00:00 35A MALDIによるﾚﾝｻ球菌の株識別能向上の技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		46		02-NOV-2018 00:00:00 35A TOC-L用ｿﾌﾄｳｪｱ LabSolutions CS対応 -要求仕様検討および実現性検討-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		46		04-DEC-2018 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		46		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		46		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		46		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		46		プロジェクト番号:7Y208035A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		46		04-OCT-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		46		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		45		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		45		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		45		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		45		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		45		プロジェクト番号:7B227835A1803		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		45		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		45		プロジェクト番号:7QS05935A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		45		プロジェクト番号:7H263235A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		45		プロジェクト番号:7Y207035A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		45		プロジェクト番号:7B226435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		45		プロジェクト番号:7B229535A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		45		プロジェクト番号:7B320135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		45		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		45		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		45		プロジェクト番号:7A209135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		45		プロジェクト番号:7Y207035A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		45		プロジェクト番号:7Y301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		45		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		45		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		45		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		45		02-APR-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		45		プロジェクト番号:7L216435A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		45		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		45		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		45		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		45		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		45		02-NOV-2016 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		45		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		45		プロジェクト番号:7U214335A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		45		07-MAY-2018 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた千葉県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		45		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		45		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		45		02-JUL-2019 00:00:00 35A CRB-40のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ対応の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		45		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		45		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		45		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		45		プロジェクト番号:7L222035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		45		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		45		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		45		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		45		プロジェクト番号:7L216435A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		45		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		45		プロジェクト番号:7L221535A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		44		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC/MS脂質ﾉﾝﾀｰｹﾞｯﾄ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築のための分析ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		44		05-JUL-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		44		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,蛋白質		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		44		プロジェクト番号:70300144A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		44		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		44		プロジェクト番号:7U213035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		44		プロジェクト番号:7L225035A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		44		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		44		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		44		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		44		04-JUN-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		44		06-JAN-2017 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		44		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		44		プロジェクト番号:7B224835A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		44		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		44		04-FEB-2019 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		44		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		44		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		44		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		44		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		44		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		44		プロジェクト番号:7DS20235A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		44		プロジェクト番号:7US14235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		44		プロジェクト番号:7D220235A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		44		プロジェクト番号:7U320935A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		44		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		44		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		44		04-FEB-2019 00:00:00 35A TOC-4200 韓国用ｿﾌﾄｳｪｱ対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		44		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		44		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		44		プロジェクト番号:7A208435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		44		02-FEB-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		44		08-JAN-2019 00:00:00 35A EPMA-8050G 電子銃電源の代替品の評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		44		プロジェクト番号:7B217535A1501		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		43		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		43		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		43		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		43		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		43		プロジェクト番号:70S04644A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		43		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		43		プロジェクト番号:7U215035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		43		02-SEP-2016 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		43		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		43		プロジェクト番号:7YS07935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		43		02-AUG-2016 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		43		プロジェクト番号:70205444A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		43		プロジェクト番号:7B228435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		43		プロジェクト番号:7BS20335A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		43		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		43		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		43		プロジェクト番号:7Y206835A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		43		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		43		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		43		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		43		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		43		プロジェクト番号:7L327735A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		43		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		43		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		43		プロジェクト番号:7Q206035A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		43		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		43		02-JUN-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		42		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		42		プロジェクト番号:7QS04435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		42		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		42		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		42		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		42		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		42		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		42		02-NOV-2018 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		42		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		42		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		42		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		42		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		42		プロジェクト番号:7LS28035A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		42		プロジェクト番号:7B217535A1501		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		42		プロジェクト番号:7B320235A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		42		02-AUG-2018 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		42		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		42		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		42		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		42		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		42		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		42		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		42		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		42		プロジェクト番号:7B223035A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		42		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		42		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		42		02-NOV-2018 00:00:00 35A 自動噴霧装置iMSprayerの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		42		07-MAY-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		42		プロジェクト番号:7U217135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		42		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		42		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		42		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		42		プロジェクト番号:7U310135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		42		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		41		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		41		02-FEB-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		41		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		41		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		41		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		41		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		41		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		41		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		41		プロジェクト番号:7A300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		41		02-AUG-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		41		02-NOV-2016 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		41		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		41		プロジェクト番号:7B220835A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		41		02-DEC-2016 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		41		プロジェクト番号:7D220135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		41		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		41		プロジェクト番号:7DS20335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		41		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		41		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		41		プロジェクト番号:7B226835A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		41		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		41		プロジェクト番号:7B227935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		41		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		41		プロジェクト番号:7U217035A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		41		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		41		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		41		プロジェクト番号:7Q205635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		41		04-JUN-2019 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		41		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		41		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		41		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		41		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		41		プロジェクト番号:7B227835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		40		02-JUN-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		40		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		40		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		40		02-MAR-2017 00:00:00 35A EDX-FTIR共用ﾎﾙﾀﾞｰの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		40		プロジェクト番号:7Q205435A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		40		03-OCT-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		40		02-AUG-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		40		04-JUL-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		40		02-AUG-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		40		08-MAY-2017 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		40		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		40		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		40		プロジェクト番号:7B219635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		40		04-APR-2017 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		40		03-APR-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		40		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		40		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		40		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		40		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		40		04-OCT-2016 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		40		プロジェクト番号:7B220835A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		40		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		40		02-SEP-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		40		02-FEB-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		40		02-SEP-2016 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		40		02-DEC-2016 00:00:00 35A 埼玉県環境科学国際ｾﾝﾀｰとの共同研究(5年目)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		40		05-JUL-2016 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		40		02-MAR-2017 00:00:00 35A 埼玉県環境科学国際ｾﾝﾀｰとの共同研究(5年目)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		40		02-MAR-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		40		02-FEB-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		40		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		40		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		40		プロジェクト番号:7B222435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		40		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		40		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		40		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		40		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		40		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		40		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		40		プロジェクト番号:7L219535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		40		プロジェクト番号:7AS08035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		40		04-JUN-2019 00:00:00 35A 抹茶の認知機能低下抑制効果を評価する試験（伊藤園、MCBIとの共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		40		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		39		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		39		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		39		プロジェクト番号:7B300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		39		08-MAY-2019 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		39		プロジェクト番号:7LS25435A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		39		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		39		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		39		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		39		04-OCT-2016 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		39		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		39		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		39		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		39		04-FEB-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		39		04-MAR-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		39		02-APR-2019 00:00:00 35A IQ/0Qﾊﾞﾘﾃﾞｰｼｮﾝ文書作成ﾂｰﾙのLCMS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		39		04-DEC-2018 00:00:00 35A ASTM標準化に向けたPCB/農薬分析用GC-MS/MSﾒｿｯﾄﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		39		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		39		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		39		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		39		プロジェクト番号:7B228735A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		39		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		39		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		39		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		39		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		39		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		39		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		39		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		39		プロジェクト番号:7B220935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		39		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		39		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		39		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		39		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		39		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		38		プロジェクト番号:7A304035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		38		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		38		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		38		04-OCT-2016 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		38		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		38		プロジェクト番号:7B230035A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		38		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		38		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		38		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		38		02-NOV-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		38		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		38		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		38		02-SEP-2016 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		38		プロジェクト番号:7A206835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		38		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		38		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		38		06-JAN-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		38		02-FEB-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		38		02-FEB-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		38		プロジェクト番号:7B225135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		38		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		38		02-MAR-2018 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた千葉県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		38		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		38		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		38		プロジェクト番号:7U213335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		38		02-JUL-2019 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		38		プロジェクト番号:7U303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		38		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		38		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		37		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		37		プロジェクト番号:7A300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		37		プロジェクト番号:7B229735A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		37		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		37		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		37		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		37		02-JUN-2016 00:00:00 35A LCMSﾚﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ委託開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		37		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		37		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		37		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		37		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		37		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		37		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		37		プロジェクト番号:7L222035A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		37		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		37		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		37		09-JAN-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		37		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		37		プロジェクト番号:7A304035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		37		02-MAR-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		37		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		37		02-FEB-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		37		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		37		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		37		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		37		プロジェクト番号:7U303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		37		プロジェクト番号:7BS20335A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		37		プロジェクト番号:7U301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		36		04-DEC-2017 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		36		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		36		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		36		02-AUG-2016 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		36		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		36		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		36		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		36		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		36		プロジェクト番号:7ES01235A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		36		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		36		プロジェクト番号:7QS05035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		36		プロジェクト番号:70S24144A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		36		04-JUN-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		36		02-AUG-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		36		04-OCT-2016 00:00:00 35A 全窒素測定用ｹﾐﾙﾐ検出器のｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		36		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		36		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		36		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		36		プロジェクト番号:7U217935A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		36		プロジェクト番号:7LS25935A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		36		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		36		プロジェクト番号:7U212735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		36		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		36		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		36		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		36		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		36		02-FEB-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		35		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		35		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		35		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		35		プロジェクト番号:7U216135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		35		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		35		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		35		プロジェクト番号:7L221435A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		35		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		35		プロジェクト番号:7B320235A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		35		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		35		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		35		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		35		プロジェクト番号:7L219235A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		35		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		35		09-JAN-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		35		02-JUL-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		35		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		35		プロジェクト番号:7L327735A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		35		02-JUL-2019 00:00:00 35A 軽度認知障害における介入ｱﾌﾟﾛｰﾁと生体ﾏｰｶに関する探索的検討 -島根大学、ERISA社、MCS社との共同研		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		35		プロジェクト番号:7B228735A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		35		プロジェクト番号:7U216935A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		35		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		35		06-JAN-2017 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		35		02-DEC-2016 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		34		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		34		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		34		プロジェクト番号:7U216835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		34		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		34		プロジェクト番号:7B302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		34		プロジェクト番号:7Q205435A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		34		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		34		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		34		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		34		プロジェクト番号:7LS22235A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		34		プロジェクト番号:7B228335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		34		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		34		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		34		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		34		プロジェクト番号:7H301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		34		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		34		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		34		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		34		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		34		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		34		プロジェクト番号:7LS18635A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		34		プロジェクト番号:7DS20735A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		34		プロジェクト番号:7H263635A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		34		プロジェクト番号:7Y207735A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		34		プロジェクト番号:7U215935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		34		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		34		プロジェクト番号:7B227835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		34		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		34		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		34		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		34		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		34		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		34		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		34		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		34		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		34		プロジェクト番号:7U212435A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		34		プロジェクト番号:7L223835A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		34		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		34		02-JUN-2017 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		34		04-SEP-2017 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた岸和田市上下水道局との共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		34		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		34		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		34		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		34		04-DEC-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		34		04-DEC-2017 00:00:00 35A LC改正中国RoHS対応の調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		34		02-MAR-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		34		02-NOV-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		34		02-NOV-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		34		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		34		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		33		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		33		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		33		02-AUG-2016 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		33		04-MAR-2019 00:00:00 35A UV-1800後継機のIoT/M2対応およびﾈｯﾄﾜｰｸ接続ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		33		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		33		02-DEC-2016 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		33		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		33		02-DEC-2016 00:00:00 35A GCMS-TQ8040の医療機器対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		33		06-MAY-2016 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		33		04-APR-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		33		02-MAR-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		33		02-FEB-2017 00:00:00 35A TOFMS用高速極性切替高安定高圧電源のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ機開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		33		02-MAR-2017 00:00:00 35A CTO-16Lの生産立ち上げ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		33		02-MAR-2017 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		33		プロジェクト番号:78300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		33		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ICP		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		33		02-FEB-2017 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		33		03-OCT-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		33		プロジェクト番号:7L224635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		33		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		33		プロジェクト番号:70600244A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		33		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		33		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		33		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		33		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		33		プロジェクト番号:7U215035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		33		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		33		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		33		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		33		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		33		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		33		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		33		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		33		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		33		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		33		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		33		02-FEB-2017 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		33		プロジェクト番号:7L327935A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		33		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		33		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		33		04-FEB-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		33		04-MAR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		33		03-JUL-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		33		03-JUL-2018 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		33		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新型ｵﾝﾗｲﾝTP計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		33		04-SEP-2018 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		33		02-APR-2019 00:00:00 35A TOC-4200 韓国用ｿﾌﾄｳｪｱ対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		33		04-DEC-2018 00:00:00 35A EPMA 画像表示CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		33		02-OCT-2018 00:00:00 35A ASTM標準化に向けたPCB/農薬分析用GC-MS/MSﾒｿｯﾄﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		33		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		33		プロジェクト番号:7LS22335A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		33		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		32		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		32		プロジェクト番号:7B221335A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		32		09-JAN-2018 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		32		プロジェクト番号:7U215035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		32		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		32		プロジェクト番号:7B223635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		32		03-JUL-2018 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた千葉県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		32		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		32		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		32		プロジェクト番号:7B230035A1812		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		32		プロジェクト番号:7HS61835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		32		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		32		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		32		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		32		04-JUN-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		32		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		32		02-JUL-2019 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		32		04-JUN-2019 00:00:00 35A QuEChERS自動前処理装置の要素開発①		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		32		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		32		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		32		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		32		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		32		04-FEB-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		32		プロジェクト番号:7QS04535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		32		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		32		プロジェクト番号:7HS62835A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		32		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		32		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		32		プロジェクト番号:7L221735A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		32		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		32		プロジェクト番号:7H262835A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		32		04-OCT-2016 00:00:00 35A FFNSC香料ﾗｲﾌﾞﾗﾘのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		32		04-FEB-2019 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		32		プロジェクト番号:7H301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		32		02-OCT-2018 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		32		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		32		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		32		プロジェクト番号:7H263435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		32		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		32		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		32		プロジェクト番号:7H325435A1707		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		32		プロジェクト番号:7H264435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		32		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		32		プロジェクト番号:7B228935A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		32		プロジェクト番号:7D220735A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		32		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		32		02-MAR-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		32		03-APR-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		32		04-JUN-2019 00:00:00 35A 次世代ｽﾏｰﾄﾎｽﾋﾟﾀﾙの実現を目指すﾆｰｽﾞ探索		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		32		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		32		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		32		04-MAR-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		32		07-MAY-2018 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		32		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		32		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		32		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのWindows10対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		32		07-MAY-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		31		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		31		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		31		02-AUG-2016 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		31		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		31		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		31		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		31		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		31		プロジェクト番号:7Q206035A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		31		05-JUL-2016 00:00:00 35A 温室効果ｶﾞｽ分析ｼｽﾃﾑの検討(農業環境技術研究所との共同研究 平成27年度分)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		31		02-OCT-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		31		02-NOV-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		31		プロジェクト番号:7U216035A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		31		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		31		02-JUN-2016 00:00:00 35A LabTotal LC M2M ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		31		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		31		02-FEB-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		31		03-JUL-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		31		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		31		04-SEP-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		31		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		31		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		31		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		31		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		31		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		31		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		31		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		31		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		31		プロジェクト番号:70300344A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		31		02-MAR-2018 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		31		04-OCT-2016 00:00:00 35A 複数のﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞを活用した多角的なﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽﾃﾞｰﾀへの応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		31		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		31		プロジェクト番号:7Y204735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		31		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		31		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		31		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		31		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		31		プロジェクト番号:70205644A1906		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		31		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		31		プロジェクト番号:7A207735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		31		プロジェクト番号:7Y300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		31		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		31		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		30		プロジェクト番号:7U214335A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		30		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		30		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		30		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのWindows10対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		30		02-NOV-2016 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		30		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		30		プロジェクト番号:7L221435A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		30		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		30		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		30		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのGC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		30		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		30		07-MAY-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		30		03-APR-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		30		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		30		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		30		02-NOV-2017 00:00:00 35A Cell3iMager duosを用いた陽子線治療併用抗がん剤スクリーニングの定量評価法開発に関する筑波大学との共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		30		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		30		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		30		04-JUN-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		30		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		30		プロジェクト番号:7B223035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		30		06-JAN-2017 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		30		プロジェクト番号:7YS05835A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		30		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		30		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		30		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		30		04-JUL-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		30		02-JUN-2016 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		30		04-DEC-2018 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		30		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		29		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		29		プロジェクト番号:7A209735A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		29		プロジェクト番号:7B320235A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		29		02-NOV-2017 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		29		02-APR-2019 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		29		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		29		02-FEB-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		29		06-JAN-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		29		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		29		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		29		プロジェクト番号:7B223835A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		29		プロジェクト番号:7A206935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		29		プロジェクト番号:7A206935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		29		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		29		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		29		08-MAY-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		29		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		29		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		29		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		29		プロジェクト番号:7B217535A1501		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		29		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		29		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		29		プロジェクト番号:70S04644A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		29		プロジェクト番号:70S24044A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		29		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		29		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		29		プロジェクト番号:70203944A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		29		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		29		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		29		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		29		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		29		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		29		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		29		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		29		プロジェクト番号:7A205935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		29		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		29		02-MAR-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		29		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		29		プロジェクト番号:7B224835A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		29		02-SEP-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		29		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		29		03-JUL-2018 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		29		プロジェクト番号:7A208735A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		28		プロジェクト番号:70324044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		28		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		28		プロジェクト番号:7YS05535A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		28		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		28		02-NOV-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		28		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		28		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		28		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		28		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		28		プロジェクト番号:7B228735A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		28		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		28		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		28		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		28		03-JUL-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		28		02-JUN-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		28		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		28		02-NOV-2017 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		28		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		28		プロジェクト番号:7Y303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		28		プロジェクト番号:7L327935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		28		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		28		プロジェクト番号:7Y204135A1412		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		28		プロジェクト番号:7Y204135A1412		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		28		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		28		03-OCT-2017 00:00:00 35A ﾌﾛﾝﾃｨｱ・ﾗﾎﾞ 添加剤ﾗｲﾌﾞﾗﾘｰの島津ﾌｫｰﾏｯﾄ版の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		28		プロジェクト番号:7B227835A1803		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		28		プロジェクト番号:7B220935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		28		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		28		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		28		06-MAY-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		28		04-JUL-2017 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		28		07-MAY-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		28		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		28		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		28		プロジェクト番号:7B300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		28		プロジェクト番号:7B300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		28		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		28		04-JUL-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFを用いた環境汚染物質のｽﾍﾟｸﾄﾙﾗｲﾌﾞﾗﾘ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		28		04-DEC-2017 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		28		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		28		プロジェクト番号:7BS20335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		28		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		27		プロジェクト番号:7YS05435A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		27		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		27		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		27		04-SEP-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		27		04-FEB-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		27		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		27		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		27		02-JUL-2019 00:00:00 35A SkylineのDIA対応およびﾀｰｹﾞｯﾄﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ・ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		27		プロジェクト番号:7AS04435A1306		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		27		02-NOV-2017 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		27		02-MAR-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		27		04-JUN-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		27		02-JUN-2016 00:00:00 35A MassWorksｿﾌﾄｳｪｱ導入によるGCMSsolutionの機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		27		04-MAR-2019 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		27		07-MAY-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		27		プロジェクト番号:78300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		27		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		27		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		27		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		27		プロジェクト番号:70S05044A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		27		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		27		04-MAR-2019 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_経費性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		27		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		27		04-JUL-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		27		プロジェクト番号:70600144A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		27		04-DEC-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		27		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		27		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		27		04-FEB-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		27		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		27		03-OCT-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		27		08-MAY-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		27		02-MAR-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症害(MDI)予防効果計測ﾀｽｸ「ｽﾏﾇ法」専用ﾂｰﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		27		04-DEC-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		27		02-MAR-2018 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		27		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		27		03-APR-2018 00:00:00 35A MALDIによるﾚﾝｻ球菌の株識別能向上の技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		27		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		27		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		27		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		27		02-AUG-2017 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		27		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		27		02-AUG-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		27		02-MAR-2017 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		27		02-NOV-2016 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		27		02-JUN-2016 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		27		02-FEB-2017 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		27		02-FEB-2017 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		27		プロジェクト番号:7Y322135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		27		04-DEC-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		27		02-NOV-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		27		プロジェクト番号:7L216435A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		27		02-JUN-2016 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		27		03-APR-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		27		09-JAN-2018 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		27		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		26		08-MAY-2017 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		26		プロジェクト番号:70S24044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		26		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		26		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201801		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201803		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201807		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201805		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201711		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201811		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201903		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201901		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201809		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201606		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201608		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201611		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201701		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201705		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201703		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201707		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201709		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201905		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201806		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201804		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201712		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201710		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155B		201802		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201812		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156A		201808		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201810		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201904		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		156B		201902		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		157A		201906		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201609		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201610		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201607		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201604		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201612		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154A		201605		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201706		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201708		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		154B		201702		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3801		分析技(EBS)		155A		201704		26		9001299-001 償却費 分級装置CF3用高速液体クロマトグラフ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		26		04-SEP-2017 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		26		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		26		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		26		04-JUL-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		26		02-AUG-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		26		02-JUN-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		26		プロジェクト番号:7U217035A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		26		02-AUG-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		26		03-OCT-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		26		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		26		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		26		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		26		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		26		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		26		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		26		08-JAN-2019 00:00:00 35A ICPMSのEL対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		26		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		26		02-OCT-2018 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		26		02-OCT-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		26		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		26		04-FEB-2019 00:00:00 35A ﾄﾘﾌﾟﾙ四重極型質量分析計を用いた食品ｱﾚﾙｷﾞｰMRMﾗｲﾌﾞﾗﾘの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		26		09-JAN-2018 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		26		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		26		プロジェクト番号:7H265035A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		26		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		26		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		26		プロジェクト番号:7L221335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		26		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS薬毒物迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑVer.3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		26		プロジェクト番号:7LS23135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		26		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		26		プロジェクト番号:7B320235A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		26		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		26		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		26		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		26		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		26		04-SEP-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		26		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		26		04-JUL-2017 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		26		04-DEC-2017 00:00:00 35A 混合物のﾘｽｸ評価に用いる分析基盤の構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		26		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		26		プロジェクト番号:7A206935A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		26		プロジェクト番号:7Q322735A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		26		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		26		プロジェクト番号:7Q205435A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		26		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		26		プロジェクト番号:7U215735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		26		04-DEC-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		26		04-JUN-2019 00:00:00 35A 低価格ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		26		04-JUN-2019 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究　琵琶湖水のTOC計測方法に関する研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		26		04-JUN-2019 00:00:00 35A 軽度認知障害における介入ｱﾌﾟﾛｰﾁと生体ﾏｰｶに関する探索的検討 -島根大学、ERISA社、MCS社との共同研		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		26		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		26		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		26		04-DEC-2018 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		26		プロジェクト番号:7L221935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		25		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		25		プロジェクト番号:7LS16935A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		25		プロジェクト番号:7YS05835A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		25		プロジェクト番号:7L219535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		25		プロジェクト番号:7U212535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		25		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		25		プロジェクト番号:7B227435A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		25		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		25		プロジェクト番号:7U310135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		25		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		25		プロジェクト番号:7L226435A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		25		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		25		02-APR-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		25		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		25		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		25		プロジェクト番号:7L220435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		25		プロジェクト番号:7U217235A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		25		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		25		08-JAN-2019 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		25		04-FEB-2019 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		25		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		25		02-NOV-2018 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		25		02-NOV-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		25		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		25		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		25		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		25		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		25		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		25		05-JUL-2016 00:00:00 35A FFNSC香料ﾗｲﾌﾞﾗﾘのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		25		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		25		04-MAR-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		25		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		25		プロジェクト番号:7Q206235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		25		プロジェクト番号:7U217535A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		25		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		25		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		25		プロジェクト番号:7Y204135A1412		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		25		プロジェクト番号:7Y204735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		25		02-MAR-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		25		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		25		プロジェクト番号:7Y322135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		25		プロジェクト番号:7B327235A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		25		プロジェクト番号:7U302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		25		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		25		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		25		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		25		04-JUN-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		25		プロジェクト番号:7LS23435A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		24		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		24		02-SEP-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		24		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		24		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		24		04-APR-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		24		08-MAY-2017 00:00:00 35A 中国第13次五カ年計画におけるGC関連規制動向調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		24		02-MAR-2018 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻの実試料での検証と事例蓄積		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		24		08-MAY-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		24		プロジェクト番号:7B226435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		24		09-JAN-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		24		04-DEC-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		24		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		24		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		24		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		24		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		24		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		24		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		24		03-APR-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		24		02-MAR-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		24		プロジェクト番号:7Y207935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		24		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,蛋白質		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		24		02-JUN-2016 00:00:00 35A OpenLAB2対応RC.NETﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		24		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		24		プロジェクト番号:7B218235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		24		プロジェクト番号:7U215435A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		24		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		24		プロジェクト番号:7U213935A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		24		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		24		06-JAN-2017 00:00:00 35A 要素開発 細胞培養支援装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		24		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		24		プロジェクト番号:7H264635A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		24		プロジェクト番号:7Y208835A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		24		プロジェクト番号:7B320535A1906		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		24		プロジェクト番号:7Q206035A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		24		プロジェクト番号:7U217535A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		24		プロジェクト番号:7Y208835A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		24		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		24		08-MAY-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		24		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		24		プロジェクト番号:70205244A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		24		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		24		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		24		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		24		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		24		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		24		04-DEC-2018 00:00:00 35A 低価格ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		23		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		23		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		23		プロジェクト番号:7B230735A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		23		プロジェクト番号:7H302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		23		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		23		04-SEP-2017 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		23		02-NOV-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		23		02-NOV-2018 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		23		プロジェクト番号:7U214535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		23		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		23		04-MAR-2019 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		23		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		23		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		23		08-MAY-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		23		プロジェクト番号:7A302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		23		プロジェクト番号:7U212935A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		23		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		23		02-NOV-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		23		プロジェクト番号:7U213935A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		23		プロジェクト番号:7D220335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		23		04-OCT-2016 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		23		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		23		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		23		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		23		04-APR-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		23		02-NOV-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		23		02-AUG-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		23		プロジェクト番号:7U304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		23		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		23		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		23		プロジェクト番号:7LS25935A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		23		プロジェクト番号:7LS18435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		23		プロジェクト番号:7YS07335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		23		プロジェクト番号:7A207735A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		23		プロジェクト番号:7U214535A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		23		プロジェクト番号:7U216235A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		23		プロジェクト番号:7U216235A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		23		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		23		プロジェクト番号:7U216235A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		23		プロジェクト番号:7B228435A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		23		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		23		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		23		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		23		プロジェクト番号:7U216235A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		23		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		23		プロジェクト番号:7H265035A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		23		プロジェクト番号:7L224635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		23		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		23		プロジェクト番号:7B229535A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		23		プロジェクト番号:7U216235A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		23		プロジェクト番号:7L224635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		23		プロジェクト番号:7U216235A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		23		02-NOV-2016 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		23		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		23		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		23		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		23		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		23		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		23		02-NOV-2016 00:00:00 35A ChromSquareのWibu Key対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		22		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		22		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		22		04-FEB-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201611		22		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		22		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		22		08-MAY-2019 00:00:00 35A AA中級機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		22		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		22		02-NOV-2016 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		22		04-MAR-2019 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		22		プロジェクト番号:7Y322235A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		22		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		22		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		22		04-OCT-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品血中濃度定量用iMRM Antibodyの開発と製造委託		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		22		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		22		プロジェクト番号:7B223035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		22		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		22		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		22		プロジェクト番号:7AS06435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		22		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		22		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		22		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		22		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		22		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		22		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		22		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		22		プロジェクト番号:7QS05735A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		22		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		22		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		22		プロジェクト番号:7B214135A1307		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		22		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		22		プロジェクト番号:70300344A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		22		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		22		プロジェクト番号:7H264235A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		22		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		22		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		22		プロジェクト番号:7BS29235A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		22		02-FEB-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		22		02-DEC-2016 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		22		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		22		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		22		04-SEP-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		22		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		22		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		22		プロジェクト番号:7Q205935A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		22		プロジェクト番号:7U321235A1904		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		21		プロジェクト番号:7Y206335A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		21		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		21		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		21		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		21		プロジェクト番号:7B223635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		21		プロジェクト番号:7A207135A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		21		プロジェクト番号:7H263035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		21		プロジェクト番号:7H262935A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		21		プロジェクト番号:7H263335A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		21		プロジェクト番号:7B221535A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		21		プロジェクト番号:7L222435A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		21		プロジェクト番号:7B222935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		21		08-MAY-2017 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		21		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		21		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		21		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		21		プロジェクト番号:7B303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		21		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		21		プロジェクト番号:7L222635A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		21		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		21		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		21		プロジェクト番号:7YS05835A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		21		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		21		プロジェクト番号:7HS62535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		21		プロジェクト番号:7LS21235A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		21		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		21		プロジェクト番号:7A205335A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		21		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		21		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		21		プロジェクト番号:7B222135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		21		プロジェクト番号:7Q205635A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		21		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		21		プロジェクト番号:7U217035A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		21		プロジェクト番号:7AS08635A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		21		02-DEC-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品血中濃度定量用iMRM Antibodyの開発と製造委託		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		21		プロジェクト番号:7A207735A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		21		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		21		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		21		プロジェクト番号:7U215435A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		21		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		21		08-JAN-2019 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		21		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		21		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		21		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		21		02-NOV-2016 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		21		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		21		プロジェクト番号:70205144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		21		02-SEP-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		21		04-DEC-2018 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		21		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		21		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		21		04-APR-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		21		02-JUL-2019 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		21		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		20		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		20		04-JUN-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		20		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		20		プロジェクト番号:7A209135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		20		プロジェクト番号:7L223935A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		20		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,蛋白質		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		20		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		20		プロジェクト番号:7L224035A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		20		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		20		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		20		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		20		08-MAY-2017 00:00:00 35A 中国市場向け土壌分析診断ﾃﾞﾓ装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		20		04-JUL-2017 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		20		02-JUN-2017 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		20		04-SEP-2017 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		20		02-JUN-2017 00:00:00 35A LC関連化学品の法規制対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		20		03-OCT-2017 00:00:00 35A Cell3iMager duosを用いた陽子線治療併用抗がん剤スクリーニングの定量評価法開発に関する筑波大学との共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		20		08-MAY-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		20		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		20		09-JAN-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		20		02-FEB-2018 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		20		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		20		02-SEP-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		20		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		20		04-MAR-2019 00:00:00 35A 造血器腫瘍遺伝子検査ｼｽﾃﾑの実用性と性能評価[理研・順大との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		20		02-APR-2019 00:00:00 35A ICPEsolutionﾏﾙﾁﾃﾞｰﾀ登録及びWindows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		20		02-JUL-2019 00:00:00 35A ICPEsolutionﾏﾙﾁﾃﾞｰﾀ登録及びWindows10対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		20		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		20		02-DEC-2016 00:00:00 35A ﾍﾘｳﾑ置換対応機EDX-8100の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		20		02-JUN-2016 00:00:00 35A 燃焼排ｶﾞｽ中PM2.5の測定技術確立のための共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		20		プロジェクト番号:7B301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		20		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		20		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		20		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		20		プロジェクト番号:7B327235A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		20		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		20		プロジェクト番号:7BS31235A1906		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		20		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		20		02-FEB-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		20		02-OCT-2018 00:00:00 35A 英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		20		プロジェクト番号:7Q205135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		20		プロジェクト番号:7B224035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		20		08-JAN-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		20		07-MAY-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		20		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		20		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		20		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		19		プロジェクト番号:70S05344A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		19		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		19		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		19		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		19		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		19		08-MAY-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		19		プロジェクト番号:7Y300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		19		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		19		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		19		プロジェクト番号:7B223935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		19		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		19		プロジェクト番号:7A203135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		19		プロジェクト番号:7L222135A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		19		プロジェクト番号:7L220935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		19		04-JUN-2019 00:00:00 35A 中国市場向け　LC-20AT高耐圧化の要素技術研究(予備研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		19		04-JUN-2019 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		19		03-JUL-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		19		02-AUG-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		19		04-JUN-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		19		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		19		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		19		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		19		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		19		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		19		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		19		02-OCT-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		19		04-SEP-2018 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		19		プロジェクト番号:7A209635A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		19		プロジェクト番号:7H261335A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		19		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		19		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		19		02-AUG-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		19		03-OCT-2017 00:00:00 35A PERFLOW Sortを用いた効率的なｹﾞﾉﾑ編集細胞の樹立方法の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		19		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		19		プロジェクト番号:7A208835A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		19		02-APR-2019 00:00:00 35A I1_応力発光技術を用いたﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾃﾞﾊﾞｲｽ耐久試験ｼｽﾃﾑの試作(ﾕｱｻｼｽﾃﾑ機器との共同研)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		19		プロジェクト番号:7U303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		19		プロジェクト番号:70S04344A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		19		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		19		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		19		04-SEP-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		19		04-JUL-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		19		02-OCT-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		19		プロジェクト番号:7B217135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		19		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		19		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		19		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		19		08-MAY-2017 00:00:00 35A 雑研究,FTIR		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		19		プロジェクト番号:7B224035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		19		プロジェクト番号:7Y205635A1601		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		19		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		19		プロジェクト番号:7U212135A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		19		02-JUN-2016 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		19		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		19		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		18		プロジェクト番号:7B221635A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		18		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		18		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		18		プロジェクト番号:7Y301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		18		04-DEC-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		18		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		18		プロジェクト番号:7BS21235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		18		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		18		08-JAN-2019 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		18		06-JAN-2017 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		18		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		18		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		18		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		18		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		18		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		18		プロジェクト番号:7B320235A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		18		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		18		プロジェクト番号:7B224835A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		18		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		18		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		18		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		18		03-APR-2018 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		18		04-DEC-2018 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		18		03-APR-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		18		02-JUN-2016 00:00:00 35A Nexera-i (LC-2040C/C 3D)のﾒｿｯﾄﾞﾄﾗﾝｽﾌｧｰｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		18		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		18		04-APR-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		18		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		18		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		18		プロジェクト番号:7YS08435A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		18		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		18		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		18		プロジェクト番号:7Y303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		18		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		18		02-NOV-2018 00:00:00 35A LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		18		プロジェクト番号:7BS22735A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		18		プロジェクト番号:7A303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		18		02-AUG-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS高感度ｽﾃﾛｲﾄﾞﾎﾙﾓﾝ類一斉分析手法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		18		プロジェクト番号:7Y322135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		18		プロジェクト番号:7US14235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		18		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		18		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		18		プロジェクト番号:7B327235A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		18		プロジェクト番号:7B226835A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		18		プロジェクト番号:7U213435A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		17		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		17		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		17		プロジェクト番号:7U304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		17		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		17		プロジェクト番号:7A209835A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		17		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		17		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		17		06-MAY-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		17		プロジェクト番号:7B228635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		17		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		17		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		17		プロジェクト番号:7Y300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		17		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		17		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		17		プロジェクト番号:7A207035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		17		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		17		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		17		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		17		02-FEB-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		17		プロジェクト番号:7U212035A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		17		02-NOV-2018 00:00:00 35A 次期LCMSの要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		17		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		17		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		17		04-FEB-2019 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		17		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		17		プロジェクト番号:7LS21735A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		17		プロジェクト番号:7LS20735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		17		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		17		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		17		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		17		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		17		03-JUL-2018 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		17		プロジェクト番号:7Q303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		17		プロジェクト番号:7Y322135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		17		04-FEB-2019 00:00:00 35A ﾘｱｸｼｮﾝICP-MSの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		17		02-OCT-2018 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		17		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		17		04-SEP-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		17		03-OCT-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		17		プロジェクト番号:7B220935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		17		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		17		02-FEB-2018 00:00:00 35A MALDIによるﾚﾝｻ球菌の株識別能向上の技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		17		プロジェクト番号:7LS26735A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		17		プロジェクト番号:7A209735A1901		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		17		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		17		プロジェクト番号:7B224135A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		17		プロジェクト番号:7B223635A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		17		プロジェクト番号:7HS62235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		17		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		17		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		16		04-SEP-2017 00:00:00 35A 超微量核酸定量装置プロト機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		16		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		16		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		16		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		16		プロジェクト番号:7U215035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		16		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		16		プロジェクト番号:78300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		16		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		16		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		16		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		16		02-FEB-2017 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		16		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		16		プロジェクト番号:7L221435A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		16		プロジェクト番号:7H325135A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		16		プロジェクト番号:7U214335A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		16		プロジェクト番号:7AS06035A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		16		02-AUG-2017 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		16		プロジェクト番号:7B224335A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		16		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		16		プロジェクト番号:7DS20435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		16		プロジェクト番号:7B225735A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		16		プロジェクト番号:7H325535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		16		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		16		04-MAR-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		16		02-OCT-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		16		02-NOV-2018 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		16		08-JAN-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		16		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		16		02-AUG-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		16		02-JUN-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		16		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		16		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		16		04-SEP-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		16		03-OCT-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		16		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		16		プロジェクト番号:7L220535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		16		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		16		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		16		06-MAY-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		16		06-JAN-2017 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		16		プロジェクト番号:7A207635A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		16		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		16		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		15		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		15		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		15		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		15		プロジェクト番号:7B226935A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		15		02-JUN-2017 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		15		08-MAY-2017 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		15		プロジェクト番号:7B226435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		15		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		15		02-NOV-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出技術の製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		15		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		15		プロジェクト番号:7H325435A1707		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		15		プロジェクト番号:7H263435A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		15		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		15		プロジェクト番号:7U307035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		15		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		15		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		15		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		15		06-JAN-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		15		プロジェクト番号:70S05344A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		15		02-JUN-2016 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		15		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		15		プロジェクト番号:7H264235A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		15		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		15		プロジェクト番号:70300644A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		15		プロジェクト番号:7Q206135A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		15		プロジェクト番号:7LS18735A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		15		09-JAN-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		15		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		15		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		15		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		15		03-OCT-2017 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		15		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		15		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		15		プロジェクト番号:7H324635A1502		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		15		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		15		プロジェクト番号:70S05344A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		15		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		15		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		15		04-DEC-2018 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		15		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		15		プロジェクト番号:7U217035A1810		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		15		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		15		プロジェクト番号:7BS18835A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		15		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		15		プロジェクト番号:7A203135A1111		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		15		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		15		08-MAY-2019 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		15		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,NIRS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		15		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		15		プロジェクト番号:7B228835A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		15		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		15		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		15		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		15		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		15		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		14		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		14		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		14		プロジェクト番号:70S04644A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		14		プロジェクト番号:70S04644A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		14		プロジェクト番号:70S24044A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		14		プロジェクト番号:70203944A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		14		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		14		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		14		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		14		03-JUL-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		14		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		14		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		14		03-JUL-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		14		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		14		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		14		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		14		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		14		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		14		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		14		02-APR-2019 00:00:00 35A PESI TQ用法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVer.2の開発（名古屋大学共同研究）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		14		プロジェクト番号:7B219635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		14		02-MAR-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		14		07-MAY-2018 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		14		プロジェクト番号:7L217635A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		14		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		14		02-APR-2019 00:00:00 35A 低価格ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		14		04-MAR-2019 00:00:00 35A 低価格ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		14		04-DEC-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		14		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		14		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		14		02-MAR-2017 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		14		02-JUL-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		14		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		14		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		14		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		14		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		14		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		14		プロジェクト番号:7BS27735A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		14		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		14		プロジェクト番号:7LS25935A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		14		プロジェクト番号:7B320135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		14		プロジェクト番号:70S24044A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201708		14		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201706		14		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201705		14		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201707		14		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		14		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		14		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		13		08-MAY-2017 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		13		02-JUN-2017 00:00:00 35A 中国市場向け土壌分析診断ﾃﾞﾓ装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		13		02-NOV-2017 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		13		02-DEC-2016 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		13		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		13		02-JUN-2016 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		13		02-AUG-2016 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		13		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		13		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		13		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		13		プロジェクト番号:7BS27035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		13		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		13		05-JUL-2016 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		13		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		13		07-MAY-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		13		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		13		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		13		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		13		02-AUG-2018 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		13		02-AUG-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		13		04-SEP-2018 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ溶出試験用　溶出試験機の開発(OEM) (開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		13		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		13		02-OCT-2018 00:00:00 35A LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		13		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		13		プロジェクト番号:7AS08635A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		13		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		13		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		13		プロジェクト番号:7U217235A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		13		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		13		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		13		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		13		04-DEC-2017 00:00:00 44A I4_新ISO規格対応のHITS-Tの開発_経費性		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		13		プロジェクト番号:7D219835A1310		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		13		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		13		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		13		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		13		プロジェクト番号:7Q205235A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		13		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		13		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		13		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		13		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		13		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		13		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		13		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		13		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		13		08-MAY-2019 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究　琵琶湖水のTOC計測方法に関する研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		13		02-JUL-2019 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		13		04-JUN-2019 00:00:00 35A EPMA 画像表示CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		13		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		13		04-JUL-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		13		02-AUG-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		13		プロジェクト番号:7YS05035A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		13		プロジェクト番号:7BS20935A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		13		プロジェクト番号:7BS20335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		13		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		13		プロジェクト番号:7H325235A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		13		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		13		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		13		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		13		プロジェクト番号:7H325235A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		13		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		13		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		13		02-AUG-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		13		04-SEP-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		13		プロジェクト番号:7Y204135A1412		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		13		04-JUL-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		13		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		13		プロジェクト番号:7U215435A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		13		04-DEC-2018 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		12		06-MAY-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		12		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		12		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12		プロジェクト番号:7A207635A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		12		プロジェクト番号:7U301035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		12		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		12		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		12		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		12		08-JAN-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		12		02-FEB-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		12		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		12		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		12		プロジェクト番号:70300244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12		プロジェクト番号:7BS25035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		12		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		12		02-APR-2019 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		12		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		12		02-NOV-2018 00:00:00 44A HPV-X2の防塵性能向上		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		12		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		12		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		12		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		12		プロジェクト番号:7BS26235A1709		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		12		プロジェクト番号:7LS25935A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		12		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		12		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		12		02-MAR-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		12		プロジェクト番号:7BS17935A1502		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		12		08-MAY-2017 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		12		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		12		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		12		02-SEP-2016 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		12		プロジェクト番号:7B310135A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		12		02-APR-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		12		08-MAY-2019 00:00:00 35A 18ch対応型MXF-N3の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		12		04-SEP-2018 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		12		04-JUN-2019 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		12		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		12		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		12		06-MAY-2016 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		12		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		12		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,LCMS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		12		04-JUN-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		12		プロジェクト番号:7Q204435A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		12		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		12		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		12		プロジェクト番号:7A207335A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		12		08-MAY-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		12		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		12		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		12		02-AUG-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		11		02-AUG-2018 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		11		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		11		プロジェクト番号:7H325135A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		11		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		11		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		11		04-JUN-2019 00:00:00 35A 薬毒物DBの開発に向けたLCMS-9030の性能評価		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		11		プロジェクト番号:70S05344A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		11		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11		プロジェクト番号:7LS18535A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		11		プロジェクト番号:7U214935A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		11		プロジェクト番号:7H262135A1603		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		11		プロジェクト番号:7H263735A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		11		プロジェクト番号:7Q206235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		11		プロジェクト番号:7B320135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		11		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		11		プロジェクト番号:7H264235A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		11		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		11		02-NOV-2016 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		11		07-MAY-2018 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		11		プロジェクト番号:7L218735A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		11		02-JUL-2019 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		11		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		11		02-OCT-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		11		04-JUL-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		11		09-JAN-2018 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		11		06-MAY-2016 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		11		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		11		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		11		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		11		プロジェクト番号:7B222035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		11		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		11		02-AUG-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		11		04-SEP-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		11		04-APR-2017 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		11		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		11		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		11		プロジェクト番号:7L223535A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		11		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		11		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		11		プロジェクト番号:7L223335A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		11		プロジェクト番号:7AS08535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		11		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		11		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		11		02-NOV-2017 00:00:00 35A 光反応量子収率測定装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		11		02-JUN-2016 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		11		プロジェクト番号:7B223935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		11		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		11		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		11		04-JUN-2018 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		11		08-JAN-2019 00:00:00 44A I3_絶対位置機能付き特型AG-Xの通信エラー対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		11		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3321		MSBU（EBS)		154B		201612		11		9001399-001 償却費 イニシャルペイメント(非独占的生物試料)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		11		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		11		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		11		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		11		プロジェクト番号:7A206935A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		11		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		11		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		11		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		11		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		11		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		11		プロジェクト番号:7U212535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		11		プロジェクト番号:7BS20335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		11		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		11		プロジェクト番号:7LS20235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		11		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		11		プロジェクト番号:7B220535A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		11		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		11		プロジェクト番号:7B221535A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		11		プロジェクト番号:7Q205635A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		11		プロジェクト番号:7L221135A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		11		プロジェクト番号:7H325335A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		11		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		11		プロジェクト番号:7A305035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		11		プロジェクト番号:7H261835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		11		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		11		09-JAN-2018 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		11		プロジェクト番号:7H262335A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		11		02-MAR-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		11		02-FEB-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		10		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		10		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		10		9001560-001 償却費 イニシャルペイメント（近赤外発光蛍光プローブ特許実施許諾契約）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		10		03-APR-2018 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		10		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		10		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10		プロジェクト番号:7AS08635A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		10		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		10		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		10		03-OCT-2017 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		10		プロジェクト番号:7BS25535A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		10		09-JAN-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		10		06-JAN-2017 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ医薬品凝集状態の解析		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		10		04-APR-2017 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ医薬品凝集状態の解析		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		10		プロジェクト番号:7B230535A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		10		プロジェクト番号:7B222135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		10		04-DEC-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		10		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		10		プロジェクト番号:7Y300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		10		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		10		プロジェクト番号:7LS17935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		10		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		10		04-DEC-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		10		08-MAY-2019 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		10		02-NOV-2017 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		10		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10		04-JUN-2019 00:00:00 35A 自動ｵﾐｯｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		10		05-JUL-2016 00:00:00 35A 中国市場向けHPLCｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-16改良ﾓﾃﾞﾙ(CTO-16L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		10		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		10		02-FEB-2017 00:00:00 35A LC関連化学品の法規制対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10		プロジェクト番号:7DS20535A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		10		プロジェクト番号:7LS15535A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		10		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		10		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		10		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		10		プロジェクト番号:7B224035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		10		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		10		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		10		02-DEC-2016 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		10		プロジェクト番号:7U214535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		10		04-FEB-2019 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		10		プロジェクト番号:7B222935A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		10		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		10		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC用UV-LED光源吸収度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		10		06-MAY-2016 00:00:00 35A LC用UV-LED光源吸収度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		10		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC用UV-LED光源吸収度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		10		プロジェクト番号:7LS17935A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201610		10		プロジェクト番号:7E201135A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		10		04-SEP-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		10		プロジェクト番号:7YS05735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		10		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		10		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		10		04-OCT-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		10		02-NOV-2016 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		10		02-FEB-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		10		09-JAN-2018 00:00:00 35A DTG-60後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201701		10		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		10		02-NOV-2018 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10		プロジェクト番号:7LS25035A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10		プロジェクト番号:7H264435A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		10		プロジェクト番号:7U217235A1812		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		10		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		10		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		10		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		9		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		9		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		9		プロジェクト番号:7H262435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		9		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		9		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		9		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		9		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		9		02-SEP-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		9		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		9		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		9		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		9		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		9		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		9		プロジェクト番号:7B224035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		9		04-DEC-2018 00:00:00 35A 細菌識別ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ拡充のための要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		9		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		9		プロジェクト番号:7A303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		9		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		9		02-APR-2019 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		9		02-AUG-2016 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		9		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		9		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		9		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		9		プロジェクト番号:7U212835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		9		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		9		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		9		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		9		プロジェクト番号:7YS03035A1402		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		9		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		9		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		9		プロジェクト番号:7A208735A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		9		プロジェクト番号:7LS24535A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		9		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		9		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		9		プロジェクト番号:7B229735A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		9		04-JUL-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		9		プロジェクト番号:7B228735A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		9		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		9		プロジェクト番号:7U307035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		9		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		9		プロジェクト番号:7B219635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		9		02-NOV-2017 00:00:00 35A 混合物のﾘｽｸ評価に用いる分析基盤の構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		9		プロジェクト番号:7D220135A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		9		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		9		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		9		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		9		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		9		プロジェクト番号:7B223835A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		9		02-JUL-2019 00:00:00 44A I5_WingSALDIIｿﾌﾄｳｪｱのLabSolutions DB/CS 機能強化版への対応_経費ｿﾌﾄ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		9		04-JUL-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		9		04-APR-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		9		08-MAY-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		9		02-AUG-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		9		02-JUN-2017 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		9		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		9		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		9		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		9		プロジェクト番号:7BS26535A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		9		プロジェクト番号:7BS19535A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		9		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		9		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		9		プロジェクト番号:7U320935A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		9		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		9		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		9		プロジェクト番号:7B225735A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		9		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		9		プロジェクト番号:7US15335A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		9		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		9		02-NOV-2016 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		9		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		9		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		9		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		9		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		9		04-APR-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		9		プロジェクト番号:7B220235A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		9		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		9		プロジェクト番号:7Y202435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		9		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		9		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		9		08-MAY-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		9		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		9		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		9		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		9		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		9		プロジェクト番号:7B224235A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		8		プロジェクト番号:7HS62235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		8		プロジェクト番号:7LS20535A1607		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		8		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		8		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		8		プロジェクト番号:7L221635A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		8		プロジェクト番号:7H325335A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		8		プロジェクト番号:7U302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		8		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		8		プロジェクト番号:7B327035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		8		プロジェクト番号:7B223035A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		8		プロジェクト番号:7B327235A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		8		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		8		02-APR-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		8		08-MAY-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		8		02-JUL-2019 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		8		02-AUG-2018 00:00:00 35A SFC用分析ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		8		プロジェクト番号:7A208035A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		8		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		8		プロジェクト番号:7U303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		8		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		8		02-NOV-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		8		02-DEC-2016 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		8		06-JAN-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		8		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		8		プロジェクト番号:7B225035A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		8		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		8		02-AUG-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		8		プロジェクト番号:7L225035A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		8		04-JUN-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO TQ向け　法中毒迅速測定用ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		8		04-DEC-2017 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		8		04-DEC-2017 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		8		09-JAN-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		8		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		8		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		8		06-MAY-2016 00:00:00 35A LabSolutions 電子ﾗｲｾﾝｽ認証ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		8		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		8		02-APR-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		8		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		8		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		8		プロジェクト番号:7B222135A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		8		02-JUL-2019 00:00:00 35A 次期AOCの要素技術及び市場調査の予備検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		8		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		8		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		8		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8		プロジェクト番号:7U215035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		8		06-JAN-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		8		02-FEB-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		8		02-MAR-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		8		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		8		02-AUG-2016 00:00:00 44A I5_ﾄﾞｲﾂのCRO Coriolis Phamaでのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		8		プロジェクト番号:7BS18235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		8		02-FEB-2018 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		8		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		8		プロジェクト番号:7U303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		8		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		8		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		8		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		8		プロジェクト番号:7B228635A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		8		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		8		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		8		07-MAY-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		8		03-JUL-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		8		02-AUG-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		8		02-FEB-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		8		04-JUN-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		8		03-APR-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		8		06-MAY-2016 00:00:00 35A Chromeleon7.2対応島津LCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		8		プロジェクト番号:7LS19335A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		8		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対策3		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		8		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		8		プロジェクト番号:7L221335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		8		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		8		プロジェクト番号:7AS08535A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		8		04-SEP-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		8		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		7		プロジェクト番号:7A208835A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		7		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		7		プロジェクト番号:7B223535A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		7		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		7		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		7		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		7		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		7		02-MAR-2017 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		7		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		7		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		7		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		7		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		7		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		7		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		7		プロジェクト番号:7LS20735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		7		プロジェクト番号:7LS28035A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		7		プロジェクト番号:7B223035A1609		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		7		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・大気		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		7		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		7		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		7		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		7		プロジェクト番号:7B217535A1501		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		7		プロジェクト番号:7U307035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		7		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		7		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutions Balanceの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		7		02-DEC-2016 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		7		04-SEP-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		7		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		7		プロジェクト番号:7A208835A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		7		プロジェクト番号:7U215835A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		7		プロジェクト番号:7A209835A1902		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		7		プロジェクト番号:7Y206835A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		7		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,ｽﾍﾟｸﾄﾛA その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		7		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		7		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		7		プロジェクト番号:7YS02435A1305		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		7		プロジェクト番号:7U216735A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		7		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		7		プロジェクト番号:7B226835A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		7		02-JUN-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		7		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		7		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		7		プロジェクト番号:7B217535A1501		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		7		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		7		04-JUL-2017 00:00:00 35A 中国市場向け土壌分析診断ﾃﾞﾓ装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		7		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		7		08-MAY-2017 00:00:00 35A LC関連化学品の法規制対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		7		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		7		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		7		05-JUL-2016 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(2/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		7		05-JUL-2016 00:00:00 44A I5_ﾄﾞｲﾂのCRO Coriolis Phamaでのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		7		03-OCT-2017 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		7		02-JUL-2019 00:00:00 35A LCMS-9030用ﾐｸﾛｲﾝﾀｰﾌｪｲｽの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		7		06-MAY-2016 00:00:00 35A 埼玉県環境科学国際ｾﾝﾀｰとの共同研究(4年目)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		7		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		7		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		7		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		7		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		7		プロジェクト番号:7US15135A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		7		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		7		プロジェクト番号:7E201235A1901		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		7		07-MAY-2018 00:00:00 35A LC改正中国RoHS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		7		08-JAN-2019 00:00:00 35A EPMA 画像表示CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		7		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		6		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		6		プロジェクト番号:7LS18835A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		6		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		6		プロジェクト番号:7AS07035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		6		プロジェクト番号:7B220635A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		6		プロジェクト番号:7U214535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		6		プロジェクト番号:7L221235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		6		プロジェクト番号:7L222035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		6		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		6		09-JAN-2018 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		6		プロジェクト番号:7H262235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		6		プロジェクト番号:7Q205435A1611		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		6		プロジェクト番号:7H261335A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		6		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		6		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		6		プロジェクト番号:7L218035A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		6		06-MAY-2016 00:00:00 35A 複合劣化促進試験装置の要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		6		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		6		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		6		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		6		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		6		09-JAN-2018 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		6		プロジェクト番号:7U215635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		6		04-JUL-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		6		プロジェクト番号:70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		6		プロジェクト番号:7B228135A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		6		02-AUG-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		6		02-SEP-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		6		05-JUL-2016 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		6		04-JUN-2019 00:00:00 35A 上皿天びん既存機種(UW/UXｼﾘｰｽﾞ)の応答性改善		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		6		04-APR-2017 00:00:00 35A 中国第13次五カ年計画におけるGC関連規制動向調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		6		プロジェクト番号:7L223035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		6		プロジェクト番号:7U213835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		6		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		6		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		6		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		6		プロジェクト番号:7A302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		6		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		6		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		6		プロジェクト番号:7BS29235A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		6		04-FEB-2019 00:00:00 35A 純水用ｵﾝﾗｲﾝTOC計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		6		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		6		02-AUG-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6		プロジェクト番号:7QS04835A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		6		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		6		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		6		プロジェクト番号:7AS08635A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		6		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		6		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		6		04-FEB-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		6		04-SEP-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		6		02-NOV-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		6		02-OCT-2018 00:00:00 35A 赤外ﾗﾏﾝ複合顕微鏡要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		6		04-DEC-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		6		02-OCT-2018 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		6		プロジェクト番号:7B223035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		6		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		6		プロジェクト番号:7L218135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		6		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		6		04-DEC-2017 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		6		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		6		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		6		02-NOV-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		6		04-JUN-2018 00:00:00 35A DSC-60Plusの温度変調機能付加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		5		02-AUG-2018 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		5		プロジェクト番号:7B220735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		5		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		5		08-JAN-2019 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		5		プロジェクト番号:7D300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		5		プロジェクト番号:7B225735A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		5		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		5		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5		プロジェクト番号:7U304035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201710		5		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		5		02-FEB-2017 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		5		04-JUN-2018 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		5		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,要素技術		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		5		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		5		プロジェクト番号:7B228635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		5		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		5		02-MAR-2017 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5		04-APR-2017 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5		09-JAN-2018 00:00:00 35A 低価格ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5		プロジェクト番号:7A207435A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		5		02-NOV-2016 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		5		プロジェクト番号:70204244A1511		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		5		04-DEC-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		5		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		5		08-MAY-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		5		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		5		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		5		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		5		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		5		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		5		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		5		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		5		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		5		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5		プロジェクト番号:7LS23035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		5		プロジェクト番号:7LS23035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		5		02-AUG-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		5		08-MAY-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		5		04-MAR-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		5		02-APR-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		5		02-JUL-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		5		04-JUN-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5		09-JAN-2018 00:00:00 35A TNP-4200試薬2ヶ月交換ｾｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		5		04-JUN-2018 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		5		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		5		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		5		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		5		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		5		02-FEB-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		5		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,MS その他		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		5		02-AUG-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		5		プロジェクト番号:7B218235A1504		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5		プロジェクト番号:7BS27035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5		プロジェクト番号:7HS62435A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		5		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		5		プロジェクト番号:7L224035A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		5		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		5		プロジェクト番号:7YS04635A1504		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		5		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		5		プロジェクト番号:7B229035A1808		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		5		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		5		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		5		プロジェクト番号:7LS25035A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		5		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		5		プロジェクト番号:7L225035A1809		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		5		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		5		プロジェクト番号:7H264435A1806		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		5		プロジェクト番号:7Q206235A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		5		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		5		プロジェクト番号:7A303035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		5		04-APR-2017 00:00:00 35A PESI MS RUO SQ向け製品開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		5		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		5		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		5		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		5		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		5		04-FEB-2019 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		5		プロジェクト番号:7US16135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		5		プロジェクト番号:7L222535A1703		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5		プロジェクト番号:7B226735A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		5		プロジェクト番号:7B226835A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		5		プロジェクト番号:7L224635A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5		02-JUL-2019 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		5		08-MAY-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		5		04-JUN-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		5		02-JUL-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		4		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4		プロジェクト番号:7U214335A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4		04-JUN-2018 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		4		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		4		プロジェクト番号:7AS07035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		4		プロジェクト番号:7LS21235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4		04-APR-2017 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		4		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		4		02-SEP-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4		02-AUG-2016 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		4		プロジェクト番号:7YS06035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		4		プロジェクト番号:7BS20335A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		4		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		4		プロジェクト番号:7U212535A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		4		プロジェクト番号:7B220335A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4		06-MAY-2016 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		4		02-NOV-2016 00:00:00 35A LabSolutions Balanceの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		4		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		4		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		4		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		4		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4		プロジェクト番号:7QS05835A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		4		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4		プロジェクト番号:7BS20435A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4		プロジェクト番号:7B301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4		02-NOV-2017 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4		プロジェクト番号:7YS05235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4		プロジェクト番号:7L220835A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4		プロジェクト番号:7B320335A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		4		02-APR-2019 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの製品化		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4		プロジェクト番号:7Y300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		4		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		4		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		4		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4		06-MAY-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのGC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4		プロジェクト番号:7AS08535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		4		08-MAY-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4		04-JUN-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMSおよびQTOFによるﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾌﾟﾛﾃｵﾐｸｽ　ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		4		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4		プロジェクト番号:7YS07435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4		プロジェクト番号:7U300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		4		プロジェクト番号:7LS21835A1611		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		4		プロジェクト番号:7Y207835A1803		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		4		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		4		プロジェクト番号:7L327835A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		4		07-MAY-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		4		02-MAR-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		4		04-DEC-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		4		02-AUG-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		4		09-JAN-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		4		03-JUL-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		4		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		4		04-JUN-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		4		02-FEB-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		4		04-SEP-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		4		05-JUL-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4		06-MAY-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		4		08-MAY-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		4		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		4		03-OCT-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		4		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		4		02-JUN-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4		04-JUL-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		4		プロジェクト番号:7A207235A1704		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		4		プロジェクト番号:7LS19435A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		4		プロジェクト番号:7H261635A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		4		プロジェクト番号:7B219335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		4		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		4		06-JAN-2017 00:00:00 35A LabSolutions Balanceの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		4		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		3		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3		プロジェクト番号:7L217035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		3		04-JUN-2019 00:00:00 35A LABNIRS,  LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		3		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3		プロジェクト番号:7B302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,ﾊﾞｲｵ・臨床 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3		02-FEB-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3		03-APR-2018 00:00:00 35A 環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3		02-FEB-2018 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3		プロジェクト番号:7AS05635A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		3		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3		プロジェクト番号:7LS23035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3		プロジェクト番号:7LS23035A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3		プロジェクト番号:7B327135A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3		02-APR-2019 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3		プロジェクト番号:7L219535A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3		プロジェクト番号:7L222035A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3		04-DEC-2018 00:00:00 35A 雑研究,UV/RF		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3		プロジェクト番号:7LS13735A1407		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		3		プロジェクト番号:7Y205435A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		3		プロジェクト番号:7AS08535A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3		プロジェクト番号:7AS08535A1805		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		3		04-FEB-2019 00:00:00 35A 自然発火試験装置の特注対応の準備		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		3		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		3		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3		プロジェクト番号:7LS15235A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		3		プロジェクト番号:7LS15235A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		3		プロジェクト番号:7LS15235A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		3		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,SPM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・大気		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3		03-APR-2018 00:00:00 35A RF用Xeランプ電源の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3		02-AUG-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		3		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,蛋白質		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		3		プロジェクト番号:7Y207435A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		3		プロジェクト番号:7U213235A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3		プロジェクト番号:7B327235A1710		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		3		プロジェクト番号:7B223935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3		プロジェクト番号:7AS08535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		3		プロジェクト番号:7L327935A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		3		04-SEP-2017 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		3		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3		プロジェクト番号:7YS05635A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		3		プロジェクト番号:7B227035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3		プロジェクト番号:7B225635A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		3		02-NOV-2017 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201802		3		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		3		プロジェクト番号:7B227135A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3		プロジェクト番号:7BS19635A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		3		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		3		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		3		プロジェクト番号:70300244A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		3		02-JUN-2016 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		3		プロジェクト番号:7DS20535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		3		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		3		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		3		プロジェクト番号:7L219935A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		3		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		3		プロジェクト番号:70204844A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		3		04-JUN-2018 00:00:00 35A 排ｶﾞｽ分析計用CPUﾎﾞｰﾄﾞの再設計		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		3		プロジェクト番号:7LS16735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		3		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		3		プロジェクト番号:7US14435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		3		プロジェクト番号:7U213735A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		3		プロジェクト番号:7B222335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		3		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		3		プロジェクト番号:7BS21035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		3		04-DEC-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2		プロジェクト番号:7U300035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2		プロジェクト番号:7B229335A1809		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201808		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2		プロジェクト番号:7LS17535A1510		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		2		プロジェクト番号:70300344A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2		プロジェクト番号:7Q205635A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2		08-MAY-2017 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2		04-SEP-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2		02-NOV-2017 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2		04-DEC-2017 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2		09-JAN-2018 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		2		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201704		2		プロジェクト番号:70204544A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2		プロジェクト番号:7U214035A1612		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		2		04-DEC-2017 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2		プロジェクト番号:7L223935A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2		プロジェクト番号:7Q206235A1811		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2		プロジェクト番号:7A300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2		プロジェクト番号:7LS20635A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		2		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		2		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2		04-JUN-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		2		04-SEP-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2		02-FEB-2017 00:00:00 35A LabSolutions Balanceの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2		02-MAR-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2		08-MAY-2017 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2		06-MAY-2016 00:00:00 35A PolyScience社 電気冷却装置の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		2		プロジェクト番号:7HS62235A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2		04-JUN-2019 00:00:00 35A 認知症治療薬を目指すｼﾛｽﾀｿﾞｰﾙ投与における遺伝子多型とTDMのﾁｪｯｸﾎﾟｲﾝﾄの探索と臨床有効性		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2		プロジェクト番号:7AS07035A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2		プロジェクト番号:7LS20135A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2		プロジェクト番号:7L222035A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2		プロジェクト番号:7U212735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		2		プロジェクト番号:7U214235A1612		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,AA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2		プロジェクト番号:7H324935A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2		プロジェクト番号:7YS06635A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		2		プロジェクト番号:70S04644A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		2		プロジェクト番号:70S04644A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2		プロジェクト番号:7HS62635A1609		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2		02-NOV-2016 00:00:00 35A 雑研究,PDA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		2		プロジェクト番号:7AS08535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		2		プロジェクト番号:7AS08535A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		2		06-JAN-2017 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2		プロジェクト番号:7Y204835A1507		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		2		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2		プロジェクト番号:7AS06335A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2		プロジェクト番号:7Y206835A1703		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2		プロジェクト番号:7Y207035A1705		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		2		プロジェクト番号:70S05144A1712		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		2		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		2		02-JUN-2017 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2		プロジェクト番号:7BS22835A1608		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2		プロジェクト番号:7U216435A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2		プロジェクト番号:7BS24535A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		2		04-FEB-2019 00:00:00 44A I3_絶対位置機能付き特型AG-Xの通信エラー対策		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2		プロジェクト番号:7BS21135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201807		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201805		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201806		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201804		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		2		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2		プロジェクト番号:7H264135A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2		プロジェクト番号:7H260935A1408		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2		プロジェクト番号:78300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2		プロジェクト番号:7Y207335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		2		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		2		02-NOV-2017 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		2		06-MAY-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品凝集体分析用Asymmetric Flow Field Flow Fractionation(AF4)の制御系開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		2		プロジェクト番号:7LS17035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		2		08-JAN-2019 00:00:00 44A I4_サーボパルサ次期制御装置の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2		08-MAY-2019 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		2		プロジェクト番号:7BS27535A1801		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		2		プロジェクト番号:7H305035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		2		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		2		02-MAR-2017 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		2		プロジェクト番号:7H261535A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		2		プロジェクト番号:7H262535A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		2		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		2		プロジェクト番号:7D220435A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		2		プロジェクト番号:7Q301035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		2		プロジェクト番号:70203944A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		2		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,NIRS		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		2		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		2		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		2		プロジェクト番号:7B300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		2		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2		プロジェクト番号:7D220535A1802		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201801		2		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		2		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		2		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		2		プロジェクト番号:7B224335A1703		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		2		04-OCT-2016 00:00:00 35A 雑研究,蛋白質		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1		プロジェクト番号:7B227535A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1		プロジェクト番号:7BS19335A1509		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		1		プロジェクト番号:70203944A1503		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1		プロジェクト番号:7LS20635A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,液体・ﾗﾎﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1		プロジェクト番号:7B226235A1709		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201810		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1		04-JUN-2018 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1		03-OCT-2017 00:00:00 35A LabSolutions Insight Quantの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1		プロジェクト番号:7U216635A1807		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1		プロジェクト番号:7YS05735A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1		プロジェクト番号:7BS23135A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1		プロジェクト番号:7Y300035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1		02-MAR-2017 00:00:00 35A 雑研究,TOF-MS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1		02-FEB-2017 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1		08-MAY-2017 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1		04-APR-2017 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1		02-MAR-2017 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1		プロジェクト番号:7L219735A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1		プロジェクト番号:7BS17135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1		プロジェクト番号:7BS17135A1410		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		1		プロジェクト番号:7BS23935A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1		プロジェクト番号:7LS20635A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		1		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		1		プロジェクト番号:7A301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1		プロジェクト番号:7H263835A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		1		プロジェクト番号:7B223035A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		1		プロジェクト番号:7Y208235A1807		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1		プロジェクト番号:7U300035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		1		04-MAR-2019 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ用溶離液ｼﾞｪﾈﾚｰﾀの原理検証		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201904		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201906		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		1		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1		09-JAN-2018 00:00:00 35A MALDIによるﾚﾝｻ球菌の株識別能向上の技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		1		プロジェクト番号:7A205735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		1		02-JUL-2019 00:00:00 35A C2MAP-2030の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		1		プロジェクト番号:7H302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1		プロジェクト番号:7L223235A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1		プロジェクト番号:7Q306035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		1		03-APR-2018 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		1		プロジェクト番号:7H302035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1		プロジェクト番号:7Y206135A1609		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1		プロジェクト番号:7Y204135A1412		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		1		04-SEP-2018 00:00:00 35A 質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術と新規前処理技術を用いた食品分野向け新規ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1		プロジェクト番号:7H264035A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		1		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		1		03-JUL-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ﾗﾎﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		1		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		1		プロジェクト番号:7B221135A1603		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		1		プロジェクト番号:7B225835A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1		プロジェクト番号:7B221735A1605		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1		プロジェクト番号:7LS19135A1512		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		1		プロジェクト番号:7ES01135A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1		05-JUL-2016 00:00:00 35A 次期GCMS用ｲｵﾝ源および検出器の要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		1		02-OCT-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		1		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		1		プロジェクト番号:7LS20635A1608		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201704		1		プロジェクト番号:7BS24035A1702		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		1		プロジェクト番号:7Y322135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1		プロジェクト番号:7A303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		1		プロジェクト番号:7A304035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		1		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		1		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		1		プロジェクト番号:7A206135A1604		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		1		プロジェクト番号:7B226035A1709		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		1		プロジェクト番号:7U304035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201605		1		プロジェクト番号:70204644A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		1		プロジェクト番号:7U213935A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		1		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMS DB/CS版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		プロジェクト番号:7U307035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A 雑研究,核酸関連		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		プロジェクト番号:7BS27035A1712		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		0		プロジェクト番号:70300344A1810		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		0		プロジェクト番号:7BS23235A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A ICPMSのEL対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		0		プロジェクト番号:70S04244A1511		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		プロジェクト番号:7B303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		0		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		0		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		プロジェクト番号:7L224335A1805		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		プロジェクト番号:7U217135A1811		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		プロジェクト番号:7B225735A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,蛋白質		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A 新しいｿﾌﾄｲｵﾝ化法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		プロジェクト番号:7B123535A1612		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		プロジェクト番号:7H305035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		0		02-JUN-2017 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		プロジェクト番号:7H301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		プロジェクト番号:7B226335A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		0		02-NOV-2016 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		プロジェクト番号:7B220835A1602		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		プロジェクト番号:7U215235A1711		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A 雑研究,OEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		プロジェクト番号:7Y206435A1610		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		プロジェクト番号:7B917735A1502		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		プロジェクト番号:7A209835A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		プロジェクト番号:7U302035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		プロジェクト番号:7U216335A1804		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		プロジェクト番号:7A208735A1806		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		プロジェクト番号:7B227935A1803		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A PolyScience社 電気冷却装置の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,XRD		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		プロジェクト番号:7U307035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		0		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		プロジェクト番号:7Y205235A1510		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		プロジェクト番号:7B307035A1606		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201610		0		プロジェクト番号:7B222535A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		プロジェクト番号:7U301035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A 雑研究,TA/CA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,GCMS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		プロジェクト番号:7Q303035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		プロジェクト番号:7Y322135A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		プロジェクト番号:7Y303035A1606		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A ICPMS-2030のｶﾅﾀﾞCSA規格認証		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		プロジェクト番号:7B302035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		プロジェクト番号:7H304035A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A 低価格ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		プロジェクト番号:7A209835A1902		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		プロジェクト番号:7Y207335A1711		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		プロジェクト番号:7B224635A1705		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		プロジェクト番号:7Y204135A1412		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		プロジェクト番号:7B225735A1708		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		0		プロジェクト番号:7Y204735A1506		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A 細胞画像解析装置α機の東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ向け改良開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35A UVProbe後継ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A Chromeleon対応GCﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A CAS社向け分析天びん(CAT)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A 次期GCMS要素技術実用化開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A LabSolutionsの他社装置制御機能の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症害(MDI)予防効果計測ﾀｽｸ「ｽﾏﾇ法」専用ﾂｰﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A 次期GCMSソフトウェアのための要素開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症害(MDI)予防効果計測ﾀｽｸ「ｽﾏﾇ法」専用ﾂｰﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A RoHSﾃﾞｰﾀ管理ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A LabSolutions CS重要顧客向け改良		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A 細胞培養解析装置　解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A UV-3600/SS-3700及び専用付属品RoHS対応,UV-3600及び専用付属品ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A LabSolutions品質試験ﾜｰｸﾌﾛｰ支援機能の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置　新型CLAM-2030(研究用)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A 全窒素測定用ｹﾐﾙﾐ検出器のｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A UV-1800後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A 新ﾓｼﾞｭﾗｰLC用ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-20AC後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A 分析天びんAP225Wの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 44A I5_画像解析機能付きﾊﾟｰﾃｨｸﾙｶｳﾝﾀｰの開発_前渡金		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 44A I3,I4_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌ・ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻ次期制御装置用ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 44A I3_次期ｵｰﾄｸﾞﾗﾌの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR dualの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A GCMS Advancedｼﾘｰｽﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A 全窒素測定用ｹﾐﾙﾐ検出器のｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-XR(LC-20ADXR後継機)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A TOC用NDIR検出器のｺｽﾄﾀﾞｳﾝの検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		0		08-MAY-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A MSイメージ解析ソフトウェア　製品版の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201904		0		08-MAY-2019 00:00:00 35A LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A DIMS向け統計解析ｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 44A I3_サンプリングモアレ法による平面ひずみ測定の予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A TOC用NDIR検出器のｺｽﾄﾀﾞｳﾝの検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		0		08-JAN-2019 00:00:00 35A KERN社向け　分析天びん(ABPｼﾘｰｽﾞ)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A 分析天びんAP225Wの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A UHPLC送液ﾎﾟﾝﾌﾟ LC-30AD後継機の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A ﾛｰｴﾝﾄﾞFT-IRの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201812		0		08-JAN-2019 00:00:00 35A AIMsolutionのLabSolutins DB/CS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A LC用ｻﾝﾌﾟﾙﾌﾟﾚｰﾄ交換ﾕﾆｯﾄ RACK CHANGER Ⅱ後継機の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A TGA-70の要素開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A 次期LabSolutionsﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの要素研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A LabSolutions 40-Series LCによる新機能開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A AI技術を用いたAQbD対応型LCﾒｿｯﾄﾞ開発ｿﾌﾄｳｪｱの開発(要素開発)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A LabSolutions 新ﾓｼﾞｭﾗLC装置制御対応の開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 44A I6_HMV-Gｿﾌﾄｳｪｱ多言語化対応および機能追加		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		0		02-FEB-2017 00:00:00 35A ChromSquareのWibu Key対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A LCMSﾚﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ委託開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A GC-MSを用いた農薬ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築 -知の拠点重点ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ 平成27年度の研究活動-		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201701		0		02-FEB-2017 00:00:00 35A 次期SPMの要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 液回収C2Pｼｽﾃﾑ用ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A UV-1280用ｵﾌﾟｼｮﾝﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		0		02-DEC-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 44A I7_高速度ｶﾒﾗHPV-X2のｿﾌﾄｳｪｱ開発ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 35A UHPLC用多波長UV検出器SPD-30AMの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A NDIRの中国規格改訂および低ﾚﾝｼﾞ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置 CLAM-2000 欧米向け研究用途製品の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A GC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201611		0		02-DEC-2016 00:00:00 35A 高圧ｶﾞｽ保安法施行令改正対応Nexera UCの機能改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A Nexera-i (LC-2040C/C 3D)のﾒｿｯﾄﾞﾄﾗﾝｽﾌｧｰｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのGC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A OpenLAB2対応RC.NETﾄﾞﾗｲﾊﾞの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾅﾉ粒子計測用遠心型FFF試作機の開発(評価・改良)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A LabSolutionsのAOC-5000/6000対応開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A 大阪大学との培養細胞観察に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品凝集体分析用Asymmetric Flow Field Flow Fractionation(AF4)の制御系開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A ｲﾝﾄﾞ向けNSA-3080A2の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions 電子ﾗｲｾﾝｽ認証ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A FID式ｵﾝﾗｲﾝVOC計Phase①の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A Chromeleon7.2対応島津LCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A LabTotal LC M2M ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A ﾉﾛｳｨﾙｽ拭き取り検査試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾜﾝﾀｲﾑCPU製造中止対応2		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutionsﾃﾞｰﾀ処理機能の改良		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 超ｸﾘｰﾝ排出規制対応排ｶﾞｽ分析計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A LabSolutions Balanceの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A InsightのLabSolutions DB/CS対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽの構築		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A OpenLAB島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞｰのGC-2030とHS-20/10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症害(MDI)予防効果計測ﾀｽｸ「ｽﾏﾇ法」専用ﾂｰﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A 細胞画像解析装置 画像表示・解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A LabSolutionsの次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGC対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A LabSolutions DB/CS UV/IR/RF機種の機能強化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A 64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのQ-TOF対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A i-series モデルチェンジ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A PN-PEMS(車載型粒子数濃度計)の製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A 高砂香料工業向けGC品質管理用自動判定ｿﾌﾄ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 35A 中国中級GC市場向けｷｬﾋﾟﾗﾘ専用GC装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A Empower島津GCﾄﾞﾗｲﾊﾞのGC-2030とHS-10対応開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A EDX/FTIR統合解析ｿﾌﾄｳｪｱ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 44A I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A AOC-20i,取扱説明書のCD化によるｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 44A I2_万能試験機UH-500kN生産試作_転注による部材精度の検証		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A 欧州向けProminence,NexeraのIVD対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A iMScopeの欧州規格対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 大阪大学との細胞培養解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,LC その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A CAS社向け分析天びん(CAT)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A PAT用途製剤工程ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ用近赤外分光ｼｽﾃﾑのﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ及び分析ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(3/3期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A DSC用ｽﾃﾝﾚｽ容器の改良研究(産業技術総合研究所との共同研究)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A 新型MultiNAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｽﾍﾟｸﾄﾛB その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,ｴｱﾛｿﾞﾙ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A 臨床用医療機器市場向けLCオーブンのOEM対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A TOFMS用高速極性切替高安定高圧電源のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ機開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置SCLAM-2000の要素検討【改良】		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A UV特注付属品の標準付属品化 第一弾		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A 改正中国RoHS対応の調査ならびに実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A FID式VOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた岸和田市上下水道局との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,Ｘ線/表面 その他		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A EDX-LE Plusの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(試薬)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 雑研究,SEM		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A 大気用TVOC計国家標準制定のための調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A FID式ｵﾝﾗｲﾝVOC計BTX測定市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 44A I5_ﾊﾞｲｵ薬品凝集状態の解析		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A LCMS分析用細胞培地前処理装置の製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFのRoHS対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A GC改正中国RoHS対応の調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 細胞培養支援装置「ｾﾙﾋﾟｯｶ」の開発(Step1)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A 埼玉県境環境科学国際センターとの共同開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A 次期ﾊｲｴﾝﾄﾞGCの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A MALDIによるﾚﾝｻ球菌の株識別能向上の技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A 【MCBI社との共同研究】認知症の体外診断ｼｽﾃﾑ(装置)の構築と臨床有効性の評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A ﾗﾎﾞ最適化に向けた培養ﾌﾟﾛﾄｺﾙの改善		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A 分取SFCｼｽﾃﾑの要素開発（その2）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35A TD後継機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35A アミノイドグリコシド系抗生物質分析システムの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究センターとの共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A 中国第13次五カ年計画におけるGC関連規制動向調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A ﾘｻｰﾁｸﾞﾚｰﾄﾞFTIRをﾍﾞｰｽにした特定分野向け専用FTIR開発のための調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A I1_応力発光技術を活用した「応力分布可視化ｼｽﾃﾑ」試作機の開発に関する研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A 腸管系病原菌検出試薬キットver.4の開発（時短化改良）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻの実試料での検証と事例蓄積		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35A 混合物のﾘｽｸ評価に用いる分析基盤の構築		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A ﾊﾟｰｼﾞ・ﾄﾗｯﾌﾟ濃縮導入装置Aqua PT6000ﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞﾓﾃﾞﾙの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A 短鎖脂肪酸および有機酸分析の技術開発(慶應義塾大学医学部医化学教室との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A ﾐｸﾛLC-MS用ｶﾗﾑの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A 遺伝子検査の効率化と精度管理の向上に資する検査ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A 低損失除湿器の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A 低損失除湿器の研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A 新型ｵﾝﾗｲﾝTP計の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A LC改正中国RoHS対応の調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A SCLAM-2000の薬機法対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35A 車ｼｰﾄからﾏﾙﾁﾓｰﾀﾞﾙ刺激を与えたときの快適性評価		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A 19ｲﾝﾁﾗｯｸ型GCの調査･要素研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35A PPSQ-51A/53Aグラジエント対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相分級捕集技術の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35A 細胞製造の実運用を想定したLC/MS/MS培養評価技術の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35A 『ﾊﾟｰｷﾝｿﾝ病・認知症等の早期検出用臭覚感度検査装置』開発にむけての有効性判定試験		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A システムGC改正中国RoHS対応の調査（開発委託先：SSL中国開発センタ）		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFﾏｲﾅｰﾁｪﾝｼﾞ機の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A 代謝工学をﾀｰｹﾞｯﾄとしたﾏﾙﾁｵﾐｸｽ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝTN計の市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A ﾊｲｴﾝﾄﾞｾﾞｰﾏﾝAAの要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35A LCMS-IT-TOFの製造中止部品対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35A 食品・医薬品用蛍光Ｘ線分析装置の予備実験		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A PESI MS RUO SQ向け製品開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35A AI技術による質量分析計ﾃﾞｰﾀの自動ﾋﾟｰｸ検出,自動同定ﾛｼﾞｯｸの検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35A フローバイアル型UHPLCオートサンプラの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35A YPS製FEｴﾐｯﾀの評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻを用いた修飾ｱﾐﾉ酸分析法の開発（大阪大学との共同研究)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A TOC-L用ｿﾌﾄｳｪｱ LabSolutions CS対応 -要求仕様検討および実現性検討-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A 排ｶﾞｽ分析計用CPUﾎﾞｰﾄﾞの再設計		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A 化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ溶出試験用　溶出試験機の開発(OEM) (開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A OSU-xの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A ｼｽﾃﾑGC改正中国RoHS対応（開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ）		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		0		08-JAN-2019 00:00:00 35A 化学発光式NOx計用高圧ﾄﾗﾝｽの改良		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201812		0		08-JAN-2019 00:00:00 44A I3_非接触式伸び幅計の改良のための治具設計_試験機BU		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		0		08-JAN-2019 00:00:00 35A KERN社向け　分析天びん(ABPｼﾘｰｽﾞ)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A TOC-L用固体試料燃焼装置(SSM-L)の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		0		08-MAY-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A 低価格ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A FID式VOC計19インチラック対応開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A C2MAP改良に向けた調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A DSC-60Plusの温度変調機能付加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201812		0		08-JAN-2019 00:00:00 35A 大気VOC計用濃縮器の開発（予備研）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A 多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰの開発」		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A 前処理用小容量QuEChERSｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A SFC用分析ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		0		08-MAY-2019 00:00:00 35A ICPMS-2030を用いた千葉県薬剤師会検査ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 44A I4_HITS-PXと競合落錘式試験機との比較データ取得		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		0		08-MAY-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化-MSを用いた食品残留農薬迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発の予備検討2		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A PESI MSMS RUO向けｲｵﾝ化ﾕﾆｯﾄ製品開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC改正中国RoHS対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 44A I5_微粒子画像解析技術の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A HS-20ｼﾘｰｽﾞのUL/CSA認証対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35A ｲﾝﾄﾞ製薬市場向けLabSolutions ICPMSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35A ﾏﾙﾁｶﾗﾑGC分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A I Lab Taurus Windows10対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A Flash Xeﾗﾝﾌﾟ搭載の分光光度計のための基礎検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2017年度版対応		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A Cell3iMager duosを用いた陽子線治療併用抗がん剤スクリーニングの定量評価法開発に関する筑波大学との共同研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35A in vivo蛍光イメージング装置SAI-1000向けカーボンナノチューブ蛍光プローブ剤のがん細胞ターゲティング機能獲得		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A 脂質ﾒﾃﾞｨｴｰﾀｰﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞVersion 3の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A 微量水分測定ｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ取得及び拡販		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A ASTM標準化に向けたPCB/農薬分析用GC-MS/MSﾒｿｯﾄﾞの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A 医薬品ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 44A I3_ボーイング向けTRAPEZIUMXの機能追加		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A 省ｽﾍﾟｰｽ高性能ｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 44A HPV-X2の防塵性能向上		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A C2MAP改良に向けた調査研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A GC改正中国RoHS対応（開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ）		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A LC/MS脂質ﾉﾝﾀｰｹﾞｯﾄ解析ﾌﾟﾗｯﾄﾌｫｰﾑ構築のための分析ﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(2/2期)		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A LC用次期ﾌｫﾄﾀﾞｲｵｰﾄﾞｱﾚｲ吸光度検出器の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 44A I3_サンプリングモアレ法による平面ひずみ測定の予備研究		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A 新しいｿﾌﾄｲｵﾝ化法の開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35A AOC-6000ｵﾌﾟｼｮﾝ品SPME Arrow及びITEX DHSの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35A TOC用NDIR検出器のｺｽﾄﾀﾞｳﾝの検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35A 分析天びんAPｼﾘｰｽﾞの高分解能化の要素技術開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A 分析天びんAP225Wの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		0		04-MAR-2019 00:00:00 35A 全窒素測定用ｹﾐﾙﾐ検出器のｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～ -2018年度の研究活動-		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35A 欧州規制対応　食品中ダイオキシン類分析用　GC-MS/MSシステムパッケージの開発		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35A ﾅﾉ計測ｺﾝｿCOMS-NANOにおけるICP-MSのﾅﾉ材料計測応用の検討		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A SCD検出器(化学発光検出器)の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A UV/RF機種RoHS10対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A 新ｼｽﾃﾑｺﾝﾄﾛｰﾗの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 44A I7_次期高速度ｲﾒｰｼﾞｾﾝｻ向け仕様に関する予備研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A MALDI-8020対応自動分析ｿﾌﾄｳｪｱの日本市場導入		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A 眼感染疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性の研究[大分大学との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A 眼感染性疾患に対する迅速診断PCR検査法の有用性に関する研究[東京医科歯科大学との共同研究]		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A 直接ｲｵﾝ化法薬毒物ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A 産業技術総合研究所ﾅﾉ計測ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに関わる気相捕集技術の開発（測定実施例の充実・最適捕集条件		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A UV-1280の韓国EMC規制対応(KCﾏｰｸ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A GC-MS/MS用高感度ｲｵﾝ源の要素技術研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A SAP向けUV-1780の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A AI技術を用いたAQbD対応型LCﾒｿｯﾄﾞ開発ｿﾌﾄｳｪｱの開発(要素開発)		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A C2MAP-2030の製品化		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A LABNIRS, LIGHTNIRSｵﾌﾟｼｮﾝ拡充		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A GC/MSのCE-IVD/薬事対応		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35A LC/MS/MS 胆汁酸ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A 医薬品・食品対応高感度EDXの設計要素の検討		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A 大量培養を指向した細胞培養におけるLC/MS評価に関する神戸医療産業都市推進機構との共同研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A 機能性食品材料を対象とした定量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術開発		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究　琵琶湖水のTOC計測方法に関する研究		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A MassWorksｿﾌﾄｳｪｱ導入によるGCMSsolutionの機能強化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,FF		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A ﾅﾉ粒子計測用遠心型FFF試作機の開発(評価・改良)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 35A UHPLC用多波長UV検出器SPD-30AMの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 35A 中国市場向けｾﾐ分取ｼｽﾃﾑの開発(第Ⅲ期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,NIRS		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A UVｼﾘｰｽﾞの売上増のためのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A 雑研究,液体・ｵﾝﾗｲﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A GC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置 CLAM-2000 欧米向け研究用途製品の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A 全自動LCMS前処理装置 CLAM-2000 欧米向け研究用途製品の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A 診療に関わる低分子ﾏｰｶｰおよび薬物のLC-MS/MSによる血中濃度定量法の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A LC用次期UV(VIS)吸光度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A 燃焼排ｶﾞｽ中PM2.5の測定技術確立のための共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A GC-MS/MS薬毒物ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A LIGHTNIRSの海外対応およびｵﾌﾟｼｮﾝﾎﾙﾀﾞの拡充		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A UVｼﾘｰｽﾞの売上増のためのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35A 要素開発 LC用電気伝導度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 35A 新型ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A in vivo蛍光ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ装置SAI-1000向けｶｰﾎﾞﾝﾅﾉﾁｭｰﾌﾞ蛍光ﾌﾟﾛｰﾌﾞ剤のﾌﾟﾛﾄﾀｲﾌﾟ開		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A ﾘﾝ脂質の網羅的定量および定性解析技術開発(東大医学部との共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A SCLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症(MCI)予防効果計測法の開発(1/2期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		0		02-JUN-2016 00:00:00 35A 大阪大学との培養細胞観察に関する共同研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 44A I2_自動伸び計AEH改良の予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A Prominence，NexeraのCFDA対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｽﾍﾟｸﾄﾛB その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		0		02-DEC-2016 00:00:00 35A 多機能注入口OPTIC-4のｵﾌﾟｼｮﾝ品「LINEX」と「CDCｽﾃｰｼｮﾝ」のAOC-6000対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,EPMA		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2015年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A AED(原子発光検出器)前段に取り付ける熱分解部開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35A MSｿﾌﾄｳｪｱのWindows10との互換性予備調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,Ｘ線/表面 その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 複合劣化促進試験装置の要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,SEM		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 湿式ｲﾝﾗｲﾝTOC計の要素技術確立(装置構成要素の設計･検討)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A 抗体医薬品血中濃度定量用iMRM Antibodyの開発と製造委託		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,MSｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｶﾞｽ・大気		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC用UV-LED光源吸収度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,臨床自動		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,分子ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A 小型顕微MALDIｲｵﾝ源の要素研究(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A 雑研究,LC		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A FID式ｵﾝﾗｲﾝVOC計Phase①の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A 定量的質量ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞ技術とｵﾐｸｽ解析技術を用いたがんおよび感染症の包括的解明と医学応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A LC装置SW電源製造中止に伴うUL対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A 合成抗菌剤/ﾏｲｺﾄｷｼﾝのｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ分析用i-Series専用ｷｯﾄの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		0		02-DEC-2016 00:00:00 35A LCMS-8045の全世界対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A Nexera-i (LC-2040C/C 3D)のﾒｿｯﾄﾞﾄﾗﾝｽﾌｧｰｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		0		02-DEC-2016 00:00:00 35A 日和見感染症原因ｳｨﾙｽ検出試薬ｷｯﾄの製品化		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｴｱﾛｿﾞﾙ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 新興国市場向けAA-6880シリーズ英語版の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,GC/TA その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35A 【SPM】高ｽﾙｰﾌﾟｯﾄｽｷｬﾅの開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A LCMS-8040の感度向上機LCMS-8045の開発およびLCMS-8060へのｸﾞﾚｰﾄﾞｱｯﾌﾟ対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A L2_ﾐｸﾛLCMSｼｽﾃﾑの要素開発 -ﾐｸﾛ対応LCｼｽﾃﾑ-		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 抗体医薬品凝集体分析用Asymmetric Flow Field Flow Fractionation(AF4)の制御系開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,蛋白質		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 複合劣化促進試験装置の要素技術開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A LC用UV-LED光源吸収度検出器の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		0		02-DEC-2016 00:00:00 35A 米国YALE大学とのﾚﾌｧﾚﾝｽｻｲﾄ契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発(2/3期)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(国立循環器病ｾﾝﾀｰ 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35A 雑研究,ｽﾍﾟｸﾄﾛA その他		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A 改正中国RoHS対応の調査ならびに実現性検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝ大気中VOC成分分析の市場調査		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A 複数のﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞを活用した多角的なﾒﾀﾎﾞﾛﾐｸｽﾃﾞｰﾀへの応用		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A Nexera UCによる食品中ｶﾛﾃﾉｲﾄﾞ分析ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞの要素技術検討		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A 要素開発 細胞培養支援装置の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A (要素開発)ｲｵﾝｸﾛﾏﾄ用電気透析式ｻﾌﾟﾚｯｻの量産設計		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾒｿｯﾄﾞｽｶｳﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑの顧客要望対応による開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A 環境市場におけるｽﾍﾟｸﾄﾛ製品の調査ならびに商品企画		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A LabSolutions LCMSのSkyline対応強化と2016年度版対応		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35A ﾎﾟｰﾀﾌﾞﾙｶﾞｽ分析計NOAのﾓﾃﾞﾙﾁｪﾝｼﾞ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A DLｱﾐﾉ酸分析ｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A 中国市場向けHPLCｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-16改良ﾓﾃﾞﾙ(CTO-16L)の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A i-Series ｶﾝﾅﾋﾞｽｱﾅﾗｲｻﾞに関するﾒｿｯﾄﾞ開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 35A LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ残留農薬Ver.3の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201705		0		02-JUN-2017 00:00:00 35A EDX-FTIR共用ﾎﾙﾀﾞｰの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 44A I6_ﾏｲｸﾛﾋﾞｯｶｰｽ硬度計の機能向上のための予備研究		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A 新型分析天びんN-AUｼﾘｰｽﾞ(仮称)の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A 異物分析ｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A 要素開発 RF用Xeﾗﾝﾌﾟ電源製造中止対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 44A I5_ｺﾛﾗﾄﾞ大学とのタンパク質凝集に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A 三次元回転培養装置の性能評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 超ｸﾘｰﾝ排出規制対応排ｶﾞｽ分析計の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A 要素開発 ｻﾌﾟﾚｯｻｶｰﾄﾘｯｼﾞの内製化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A 車検用粒子濃度計実用化のための試作機開発・外部評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A 要素開発 RID-10A/20A用代替光源の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A fNIRSによる軽度認知症害(MDI)予防効果計測ﾀｽｸ「ｽﾏﾇ法」専用ﾂｰﾙの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A 大阪大学との細胞画像解析装置の評価に関する共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A AIM-8800後継機の開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A 免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A 近赤外光脳機能ｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞSMARTNIRS 中国薬事認証への対応(その2)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35A ﾐｸﾛLCMS用ｶﾗﾑの要素開発		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35A nSMOL Antibody BAｷｯﾄの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 微生物株識別技術強化のための要素技術開発(名城大学共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A EPMA-1720/8050G CPUﾎﾞｰﾄﾞ製造中止対策		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A Py-Screener Ver.2の開発 ～IEC62321 Part3-3国際規格化に向けた分析ﾒｿｯﾄﾞ構築検討～		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A ﾘﾝ酸化生体分子群のためのﾊﾞｲｵｲﾄﾅｰﾄ分離ｼｽﾃﾑの開発(JST A-STEP:1/3)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A プローブ検出法ノロウィルス検便検査試薬キットの製品化		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		0		08-MAY-2017 00:00:00 35A CTO-16Lの生産立ち上げ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201704		0		08-MAY-2017 00:00:00 35A FFNSC香料ﾗｲﾌﾞﾗﾘのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A i-series モデルチェンジ		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A Nexera UCのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ開発(九州大学との技術指導契約)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201701		0		02-FEB-2017 00:00:00 35A PolyScience社 電気冷却装置の評価		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35A 中国市場向け土壌分析診断ﾃﾞﾓ装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 35A 次期GCMS-QPに向けた要素技術開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 埼玉県環境科学国際ｾﾝﾀｰとの共同研究(5年目)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 35A 次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 35A 中国中級GC市場向けｷｬﾋﾟﾗﾘ専用GC装置の開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 滋賀県琵琶湖環境科学研究ｾﾝﾀｰとの共同研究		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A GC-2030ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 東京ｴﾚｸﾄﾛﾝ培養ｼｽﾃﾑと前処理装置/LCMSのｵﾝﾗｲﾝ結合の実施と評価		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 35A ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌの市場調査		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A TDM検査応用におけるSCLAM-2000の評価(第二期)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35A LC関連化学品の法規制対応		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 高感度ﾌﾟﾛﾃｲﾝｼｰｹﾝｻｰの実試料での検証と事例集積(大阪大学との共同研究)		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35A 病原微生物遺伝子の多項目迅速簡便検出法の開発【東京医科歯科大学との共同研究】		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		-0		プロジェクト番号:7U307035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201901		-0		プロジェクト番号:7B227635A1801		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		-0		プロジェクト番号:7Y307035A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-0		プロジェクト番号:7L328035A1905		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-0		プロジェクト番号:7L221035A1609		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201608		-0		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-0		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		-0		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201605		-0		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201604		-0		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201606		-0		プロジェクト番号:7A205835A1601		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201702		-1		プロジェクト番号:7B221035A1603		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201905		-1		プロジェクト番号:7B218735A1506		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-4		プロジェクト番号:7U214435A1701		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-5		プロジェクト番号：7AS05735A1512		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-7		プロジェクト番号：7LS17035A1509		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0524技術契約費Ⅱ		3321		MSBU（EBS)		154B		201612		-11		9001399-001 償却費 イニシャルペイメント(非独占的生物試料)		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201806		-16		プロジェクト番号：7B225135A1706		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-40		プロジェクト番号：7Y206835A1703		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201809		-74		プロジェクト番号：7U213335A1606		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4400		試験機製(EBS)		156B		201902		-98		プロジェクト番号：70205044A1710		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154A		201609		-133		I2万能試験機UH-500ｋN生産試作		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201710		-292		プロジェクト番号：7U214835A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201807		-345		プロジェクト番号：7B925635A1708		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-436		プロジェクト番号：7AS04435A1306		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-866		プロジェクト番号：7H261835A1601		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201707		-918		プロジェクト番号：7D219835A1310		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156B		201902		-1,129		プロジェクト番号：7A204435A1306		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201702		-1,132		I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		-1,339		プロジェクト番号：7Y205235A1510		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154A		201608		-1,851		I2万能試験機UH-500ｋN生産試作		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201612		-1,882		I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0525生産試作研究費		4400		試験機製(EBS)		154B		201703		-1,973		I4_ｻｰﾎﾞﾊﾟﾙｻｰのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201607		-2,138		プロジェクト番号：7L327735A1508		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201712		-2,484		プロジェクト番号：7U214635A1706		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201711		-2,830		プロジェクト番号：7A206035A1602		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155B		201801		-5,388		7L*228　受託研究完了		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		155A		201709		-6,082		プロジェクト番号：7B223435A1611		製造間接費		155		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201611		-7,011		プロジェクト番号：7U212735A1512		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		156A		201808		-7,110		ClinMeta OEM(1/2) 研究完了		製造間接費		156		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154B		201612		-9,000		研究製番完成　7U1122/7U2122 ILab Taurus RoHS対応及びH/W改良　		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		157A		201904		-9,002		プロジェクト番号：7L219135A1512		製造間接費		157		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3501		分析製(EBS)		154A		201609		-14,384		SCIEX　7L*162　Nexera、ProminenceシステムのOEM対応　その２　2015年度完了分		製造間接費		154		製造 セイゾウ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		44,208		06-MAY-2016 00:00:00 35E メタボローム解析を中心としたオミックス解析技術の研究開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		10,859		06-MAY-2016 00:00:00 35E LCｘLC－MS/MSを用いた応用アプリケーションの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201604		10,534		7F7205新事業当該負担4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201604		4,549		7S7436 当該負担 4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201604		3,813		7FS205技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201604		3,544		7SS437 当該負担 4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		2,340		06-MAY-2016 00:00:00 35E CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		1,756		06-MAY-2016 00:00:00 35E FDAの販売認証510（ｋ）申請のためのシステム構築及びバリデーション		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201604		1,637		7S7456 当該負担 4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154A		201604		1,565		7S7424 当該負担 4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154A		201604		1,554		7S7455 当該負担 4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201604		1,510		7SS436 当該負担 4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201604		1,115		06-MAY-2016 00:00:00 35C SMX-1000 PlusソフトウェアのWindows10対応予備調査		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201604		1,067		06-MAY-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154A		201604		833		7S7444 当該負担 4月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201604		796		06-MAY-2016 00:00:00 35C 開放管X線発生装置MTTコントローラリニューアル予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201604		704		06-MAY-2016 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部のCE対応予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		647		06-MAY-2016 00:00:00 35E 5D Ultra-e ｼｽﾃﾑによるアプリケーション開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		568		06-MAY-2016 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		544		06-MAY-2016 00:00:00 35E 新生児マススクリーニングにおける新規検査方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		432		06-MAY-2016 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201604		295		06-MAY-2016 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD高解像度モデルの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201604		236		7F7210新事業当該負担4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154A		201604		207		7S7454 当該負担 4月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		88		06-MAY-2016 00:00:00 35E 一次代謝物メソッドパッケージVersion3の開発のための基礎検討（理研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		48		06-MAY-2016 00:00:00 35E iーSeriesマリファナ中の有効成分の定量およびカビ毒スクリーニング用メゾットの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154A		201604		38		7SS444 当該負担 4月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201604		18		7FS210技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		11		06-MAY-2016 00:00:00 35E コンパニオン診断開発を目的とした糖鎖質量分析技術Erexim法の応用研究（がん研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		8		06-MAY-2016 00:00:00 35E SBRのモノマー連鎖成分の定性及び定量方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定方の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 35E LCXLC-MS/MSを用いた応用アプリケーションの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 35E 5D Ultra-eシステムによるアプリケーション開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201604		0		06-MAY-2016 00:00:00 35E メタボローム解析を中心としたオミックス解析技術の研究開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154A		201605		104,120		7SS409 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201605		4,420		7S7436 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201605		4,043		02-JUN-2016 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD高解像度モデルの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201605		3,148		7SS437 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201605		2,700		02-JUN-2016 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154A		201605		2,007		7S7424 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201605		1,820		02-JUN-2016 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部のCE対応予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201605		1,784		7S7456 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154A		201605		1,781		7S7455 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154A		201605		1,417		7S7444 当該負担 5月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201605		1,387		7SS436 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201605		1,031		7F7212新事業当該負担5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		1,026		02-JUN-2016 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		880		02-JUN-2016 00:00:00 35E CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201605		878		02-JUN-2016 00:00:00 35C 開放管X線発生装置MTTコントローラリニューアル予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		660		02-JUN-2016 00:00:00 35E 新生児マススクリーニングにおける新規検査方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201605		636		02-JUN-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		627		02-JUN-2016 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		154A		201605		461		7SS455 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201605		400		7F7210新事業当該負担5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		321		02-JUN-2016 00:00:00 35E 一次代謝物メソッドパッケージVersion3の開発のための基礎検討（理研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		240		02-JUN-2016 00:00:00 35E SBRのモノマー連鎖成分の定性及び定量方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154A		201605		140		7S7454 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		80		02-JUN-2016 00:00:00 35E iーSeriesマリファナ中の有効成分の定量およびカビ毒スクリーニング用メゾットの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154A		201605		32		7SS424 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		31		02-JUN-2016 00:00:00 35E コンパニオン診断開発を目的とした糖鎖質量分析技術Erexim法の応用研究（がん研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154A		201605		19		7SS444 当該負担 5月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201605		6		02-JUN-2016 00:00:00 35E FM-AFMのトライポロジー分野への応用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154A		201605		-3,526		7S7409 当該負担 5月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		39,745		05-JUL-2016 00:00:00 35E FDAの販売認証510（ｋ）申請のためのシステム構築及びバリデーション		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201606		5,498		7S7436 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201606		4,258		05-JUL-2016 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201606		4,079		7S7456 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201606		3,576		7SS437 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154A		201606		2,742		7S7424 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201606		1,923		05-JUL-2016 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部のCE対応予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201606		1,652		7SS436 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154A		201606		1,584		7S7444 当該負担 6月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		1,325		05-JUL-2016 00:00:00 35E 新生児マススクリーニングにおける新規検査方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154A		201606		1,317		7SS424 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201606		1,308		7F7210新事業当該負担6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201606		1,233		7F7212新事業当該負担6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154A		201606		1,069		7S7455 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201606		924		05-JUL-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		918		05-JUL-2016 00:00:00 35E CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		800		05-JUL-2016 00:00:00 35E SBRのモノマー連鎖成分の定性及び定量方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201606		719		05-JUL-2016 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		154A		201606		702		7SS455 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		652		05-JUL-2016 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201606		549		05-JUL-2016 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD高解像度モデルの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201606		498		05-JUL-2016 00:00:00 35C 開放管X線発生装置MTTコントローラリニューアル予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		422		05-JUL-2016 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		368		05-JUL-2016 00:00:00 35E 一次代謝物メソッドパッケージVersion3の開発のための基礎検討（理研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154A		201606		318		7S7454 当該負担 6月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		278		05-JUL-2016 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		114		05-JUL-2016 00:00:00 35E FM-AFMのトライポロジー分野への応用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		27		05-JUL-2016 00:00:00 35E コンパニオン診断開発を目的とした糖鎖質量分析技術Erexim法の応用研究（がん研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154A		201606		17		7SS444 当該負担 6月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201606		5		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201606		0		05-JUL-2016 00:00:00 35E FDAの販売認証510（ｋ）申請のためのシステム構築およびバリデーション		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201607		20,790		02-AUG-2016 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD高解像度モデルの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		14,150		02-AUG-2016 00:00:00 35E iーSeriesマリファナ中の有効成分の定量およびカビ毒スクリーニング用メゾットの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201607		4,047		7S7436 当該負担 7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201607		3,735		02-AUG-2016 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154A		201607		3,411		7S7424 当該負担 7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154A		201607		3,327		7S7454 当該負担 7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201607		3,012		7SS437 当該負担 7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154A		201607		2,062		7S7444 当該負担 7月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201607		1,641		7SS436 当該負担 7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201607		1,598		02-AUG-2016 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201607		1,155		7F7210新事業当該負担7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201607		1,139		7F7212新事業当該負担7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154A		201607		894		7SS424 当該負担 7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201607		885		7S7456 当該負担 7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		800		02-AUG-2016 00:00:00 35E SBRのモノマー連鎖成分の定性及び定量方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201607		754		02-AUG-2016 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部のCE対応予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		709		02-AUG-2016 00:00:00 35E 新生児マススクリーニングにおける新規検査方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201607		706		02-AUG-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		588		02-AUG-2016 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201607		570		02-AUG-2016 00:00:00 35C 開放管X線発生装置MTTコントローラリニューアル予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		560		02-AUG-2016 00:00:00 35E CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201607		473		02-AUG-2016 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD高解像度モデルの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		329		02-AUG-2016 00:00:00 35E FM-AFMのトライポロジー分野への応用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		248		02-AUG-2016 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次(平成28年度)		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		180		02-AUG-2016 00:00:00 35E コンパニオン診断開発を目的とした糖鎖質量分析技術Erexim法の応用研究（がん研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		177		02-AUG-2016 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		164		02-AUG-2016 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		98		02-AUG-2016 00:00:00 35E 一次代謝物メソッドパッケージVersion3の開発のための基礎検討（理研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		96		02-AUG-2016 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154A		201607		40		7S7455 当該負担 7月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		40		02-AUG-2016 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154A		201607		19		7SS444 当該負担 7月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201607		5		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35E i－Seriesマリファナ中の有効成分の定量およびカビ毒スクリーニング用メゾットの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201607		0		02-AUG-2016 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD高解像度モデルの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201608		6,864		7S7436 当該負担 8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201608		6,526		7SS437 当該負担 8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		3,565		02-SEP-2016 00:00:00 35E コンパニオン診断開発を目的とした糖鎖質量分析技術Erexim法の応用研究（がん研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154A		201608		2,711		7S7424 当該負担 8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201608		2,506		7SS436 当該負担 8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201608		2,350		02-SEP-2016 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201608		2,295		02-SEP-2016 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154A		201608		1,699		7S7444 当該負担 8月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201608		1,666		7F7210新事業当該負担8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201608		1,457		7F7212新事業当該負担8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		1,332		02-SEP-2016 00:00:00 35E FM-AFMのトライポロジー分野への応用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154A		201608		954		7SS424 当該負担 8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154A		201608		952		7S7454 当該負担 8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		800		02-SEP-2016 00:00:00 35E SBRのモノマー連鎖成分の定性及び定量方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		662		02-SEP-2016 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次(平成28年度)		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		540		02-SEP-2016 00:00:00 35E 質量分析計による内分泌関連試験法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		536		02-SEP-2016 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		512		02-SEP-2016 00:00:00 35E CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		248		02-SEP-2016 00:00:00 35E 新生児マススクリーニングにおける新規検査方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201608		162		02-SEP-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		103		02-SEP-2016 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		80		02-SEP-2016 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		75		02-SEP-2016 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		56		02-SEP-2016 00:00:00 35E 一次代謝物メソッドパッケージVersion3の開発のための基礎検討（理研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		40		02-SEP-2016 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154A		201608		35		7S7455 当該負担 8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201608		35		7S7456 当該負担 8月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		32		02-SEP-2016 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201608		5		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201608		5		02-SEP-2016 00:00:00 35C 開放管X線発生装置MTTコントローラリニューアル予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154A		201608		4		7SS444 当該負担 8月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201608		0		02-SEP-2016 00:00:00 35E コンパニオン診断開発を目的とした糖鎖質量分析技術Erexim法の応用研究（がん研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201609		10,124		7S7436 当該負担 9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201609		7,643		7SS437 当該負担 9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154A		201609		6,644		7SS444 当該負担 9月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154A		201609		5,343		7S7424 当該負担 9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		4,549		05-OCT-2016 00:00:00 35E 新生児マススクリーニングにおける新規検査方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201609		3,839		7F7210新事業当該負担9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154A		201609		2,271		7S7444 当該負担 9月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154A		201609		2,248		7S7454 当該負担 9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201609		1,826		7SS436 当該負担 9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201609		1,578		7F7212新事業当該負担9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		1,528		05-OCT-2016 00:00:00 35E 一次代謝物メソッドパッケージVersion3の開発のための基礎検討（理研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201609		1,305		04-OCT-2016 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		1,002		05-OCT-2016 00:00:00 35E SBRのモノマー連鎖成分の定性及び定量方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154A		201609		950		7SS424 当該負担 9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154A		201609		701		7S7467 当該負担 9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		608		05-OCT-2016 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201609		600		04-OCT-2016 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		568		05-OCT-2016 00:00:00 35E FM-AFMのトライポロジー分野への応用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		458		05-OCT-2016 00:00:00 35E CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154A		201609		353		7S7466 当該負担 9月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201609		334		7FS210技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		323		05-OCT-2016 00:00:00 35E 質量分析計による内分泌関連試験法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		312		05-OCT-2016 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		270		05-OCT-2016 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次(平成28年度)		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		183		05-OCT-2016 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		104		05-OCT-2016 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201609		85		04-OCT-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201609		75		04-OCT-2016 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの有効性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		72		05-OCT-2016 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		44		05-OCT-2016 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		7		05-OCT-2016 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154A		201609		5		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35C 開放管X線発生装置MTTコントローラリニューアル予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		0		05-OCT-2016 00:00:00 35E 一次代謝物メソッドパッケージVersion3の開発のための基礎検討（理研）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154A		201609		0		04-OCT-2016 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部のCE対応予備研究		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154A		201609		0		05-OCT-2016 00:00:00 35E 新生児マススクリーニングにおける新規検査方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		7,084		7SS437当該負担 10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		6,247		7S7436当該負担 10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		3,951		02-NOV-2016 00:00:00 35E CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		2,807		7SS436当該負担 10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154B		201610		2,515		7S7424当該負担 10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201610		2,376		02-NOV-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201610		2,168		02-NOV-2016 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154B		201610		1,861		7S7444当該負担 10月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		1,821		7S7467当該負担 10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		1,635		02-NOV-2016 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		1,226		7F7210新事業当該負担10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201610		1,096		02-NOV-2016 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		904		7F7212新事業当該負担10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201610		861		7S7466当該負担 10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		860		02-NOV-2016 00:00:00 35E 質量分析計による内分泌関連試験法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		154B		201610		771		02-NOV-2016 00:00:00 35E FM-AFMのトライポロジー分野への応用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154B		201610		500		7S7454当該負担 10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		467		02-NOV-2016 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		400		02-NOV-2016 00:00:00 35E SBRのモノマー連鎖成分の定性及び定量方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		154B		201610		351		7SS466当該負担 10月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		228		02-NOV-2016 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次(平成28年度)		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		204		02-NOV-2016 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		168		02-NOV-2016 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154B		201610		93		7SS444当該負担 10月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201610		72		02-NOV-2016 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		69		02-NOV-2016 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201610		34		02-NOV-2016 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201610		30		02-NOV-2016 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201610		24		02-NOV-2016 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201610		5		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154B		201610		0		02-NOV-2016 00:00:00 35E SCCP(Short Chain Chlorinated Paraffin)分析メソッドの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154B		201610		0		02-NOV-2016 00:00:00 35E SCCP(Short Chain Chlorinated Paraffin)分析メソッドの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		154B		201610		0		02-NOV-2016 00:00:00 35E CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		5,823		7SS437当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201611		5,108		02-DEC-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		4,692		7S7436当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		2,989		7SS436当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154B		201611		2,250		7S7454当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201611		2,175		02-DEC-2016 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154B		201611		2,035		7S7444当該負担 11月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		2,019		02-DEC-2016 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201611		1,810		7S7466当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		1,708		7F7210新事業当該負担11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201611		1,365		02-DEC-2016 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		1,201		7S7467当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154B		201611		1,057		7S7424当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		986		7F7212新事業当該負担11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		740		02-DEC-2016 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		732		02-DEC-2016 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		647		02-DEC-2016 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		434		02-DEC-2016 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		154B		201611		398		7SS466当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154B		201611		366		7SS424当該負担 11月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		213		02-DEC-2016 00:00:00 35E 質量分析計による内分泌関連試験法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201611		154		02-DEC-2016 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201611		144		02-DEC-2016 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201611		120		02-DEC-2016 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		96		02-DEC-2016 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		76		02-DEC-2016 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次(平成28年度)		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154B		201611		62		7SS444当該負担 11月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		62		02-DEC-2016 00:00:00 35E 質量分析計によるアルドステロン・コルチゾールの副腎静脈血中濃度の迅速診断法の開発（東北大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201611		27		02-DEC-2016 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201611		10		02-DEC-2016 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		5		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201611		0		02-DEC-2016 00:00:00 35E SBRのモノマー連鎖成分の定性及び定量方法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201611		0		02-DEC-2016 00:00:00 35C SMX-800/1000Plus用自動計測オプションソフトの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		6,567		7S7436当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		6,019		7SS437当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		154B		201612		5,989		06-JAN-2017 00:00:00 35E FM-AFMのトライポロジー分野への応用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		3,008		06-JAN-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201612		2,673		7S7466当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		2,585		7SS436当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154B		201612		2,546		7S7444当該負担 12月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		2,295		7F7210新事業当該負担12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201612		2,265		06-JAN-2017 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201612		1,965		06-JAN-2017 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		1,761		7S7467当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		968		7F7212新事業当該負担12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		688		06-JAN-2017 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201612		408		7S7472当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154B		201612		349		7S7454当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		154B		201612		298		7SS466当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		289		06-JAN-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		233		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201612		216		06-JAN-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		193		06-JAN-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		188		06-JAN-2017 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154B		201612		147		7S7424当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		106		06-JAN-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201612		96		06-JAN-2017 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		90		06-JAN-2017 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次(平成28年度)		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154B		201612		78		7SS444当該負担 12月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201612		64		06-JAN-2017 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201612		45		06-JAN-2017 00:00:00 35E 質量分析計によるアルドステロン・コルチゾールの副腎静脈血中濃度の迅速診断法の開発（東北大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154B		201612		31		7SS424当該負担 12月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201612		2		06-JAN-2017 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		154B		201612		0		06-JAN-2017 00:00:00 35E FM-AFMのトライボロジー分野への応用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201701		9,699		7S7466 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		6,340		7SS437 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		4,952		7S7436 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154B		201701		2,622		7S7444 当該負担 1月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		2,579		7SS436 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201701		2,080		7S7472 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201701		2,050		02-FEB-2017 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		1,871		7F7210新事業当該負担1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		1,594		7S7467 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154B		201701		992		7S7424 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		921		7F7212新事業当該負担1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		755		02-FEB-2017 00:00:00 35E 質量分析計による内分泌関連試験法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201701		675		02-FEB-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		525		02-FEB-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		516		02-FEB-2017 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		401		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		154B		201701		304		7SS466 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154B		201701		301		7S7454 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		245		02-FEB-2017 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154B		201701		234		7SS424 当該負担 1月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		228		02-FEB-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154B		201701		168		7SS444 当該負担 1月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201701		152		02-FEB-2017 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201701		150		02-FEB-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201701		138		02-FEB-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201701		45		02-FEB-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201701		44		02-FEB-2017 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201701		40		02-FEB-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201701		16		02-FEB-2017 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4702		分計事固有Ｂ		154B		201702		57,099		7SS424 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		8,678		7SS437 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		8,391		7F7210新事業当該負担2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4702		分計事固有Ｂ		154B		201702		7,611		7S7424 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201702		6,395		02-MAR-2017 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201702		4,854		7S7466 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		4,256		7S7436 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154B		201702		3,265		7S7444 当該負担 2月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		2,864		7SS436 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		1,441		7S7467 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201702		1,425		7S7472 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201702		1,164		02-MAR-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		970		7F7212新事業当該負担2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201702		750		02-MAR-2017 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		712		02-MAR-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		564		02-MAR-2017 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		439		7FS210技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154B		201702		398		7S7454 当該負担 2月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		368		02-MAR-2017 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		331		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201702		312		02-MAR-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201702		150		02-MAR-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		154B		201702		129		02-MAR-2017 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		121		02-MAR-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		120		02-MAR-2017 00:00:00 35E SCCP(Short Chain Chlorinated Paraffin)分析メソッドの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		103		02-MAR-2017 00:00:00 35E 質量分析計による内分泌関連試験法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154B		201702		95		7SS444 当該負担 2月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		90		02-MAR-2017 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次(平成28年度)		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		80		02-MAR-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201702		51		02-MAR-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201702		48		02-MAR-2017 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201702		48		02-MAR-2017 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201702		32		02-MAR-2017 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201702		8		02-MAR-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201702		0		02-MAR-2017 00:00:00 35C Xslicer SMX-6000 制御ソフトウェア機能追加		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		19,246		7F7210新事業当該負担3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		16,760		04-APR-2017 00:00:00 35E SCCP(Short Chain Chlorinated Paraffin)分析メソッドの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		9,762		7S7436 当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		8,813		7SS437 当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4197		分計事固有Ｉ		154B		201703		5,884		7K7634公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		154B		201703		5,617		7SS444 当該負担 3月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201703		4,878		7S7466 当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		4,535		7F7212新事業当該負担3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		4,490		7K7633公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4197		分計事固有Ｉ		154B		201703		3,236		7K7632公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		2,699		7SS436 当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		154B		201703		2,481		7S7444 当該負担 3月分NDI		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		154B		201703		2,348		04-APR-2017 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201703		2,257		7S7472 当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201703		2,160		04-APR-2017 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		2,120		7K7635公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		1,615		7K7631公的研究当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201703		1,615		7K7631公的研究当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		1,493		7K7716公的研究当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201703		1,443		04-APR-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		1,408		7K7718公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		1,384		7FS210技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		1,303		7S7467 当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154B		201703		1,288		7K7717公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		1,203		04-APR-2017 00:00:00 35E 質量分析計による内分泌関連試験法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		1,045		04-APR-2017 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		958		04-APR-2017 00:00:00 35E 医食研への委託研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		724		7K7639公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		600		04-APR-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		566		7K7637公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		154B		201703		391		7S7454 当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		360		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201703		338		04-APR-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		326		04-APR-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201703		300		04-APR-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		259		04-APR-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		154B		201703		105		7SS466 当該負担 3月分分析		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201703		96		04-APR-2017 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201703		80		04-APR-2017 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201703		76		04-APR-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		154B		201703		75		04-APR-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		16		04-APR-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		154B		201703		2		04-APR-2017 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35E 医食研への委託研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35E 医食研からの分担研究（平成28年度）		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35E Redoxマーカー探索ツールとしてのDAABD-C1試薬法の有用性評価		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		154B		201703		0		04-APR-2017 00:00:00 35E SCCP(Short Chain Chlorinated Paraffin)分析メソッドの開発		１国内		154		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		7,892		7F7212新事業当該負担4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		6,786		7SS437 当該負担 4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		6,217		7S7436 当該負担 4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201704		3,868		7S7466 当該負担 4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155A		201704		3,317		7S7444 当該負担 4月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		2,377		7FS212技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		2,142		7SS436 当該負担 4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		2,002		7F7221新事業当該負担4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201704		1,954		7S7472 当該負担 4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		1,732		08-MAY-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201704		1,576		08-MAY-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		1,353		7S7467 当該負担 4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201704		936		08-MAY-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201704		831		08-MAY-2017 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155A		201704		746		7SS444 当該負担 4月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155A		201704		687		7S7454 当該負担 4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		155A		201704		350		7SS466 当該負担 4月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201704		300		08-MAY-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201704		90		08-MAY-2017 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		88		08-MAY-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201704		80		08-MAY-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		64		08-MAY-2017 00:00:00 35E ヒト及び実験動物のホルマリン固定病理組織標本の質量分析による解析法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201704		60		08-MAY-2017 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201704		42		08-MAY-2017 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		40		08-MAY-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		40		08-MAY-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201704		28		08-MAY-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201704		5		7FS221技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201705		26,107		02-JUN-2017 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		8,750		7SS437 当該負担 5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		6,342		7S7436 当該負担 5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201705		3,327		7S7472 当該負担 5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201705		3,135		7S7466 当該負担 5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		2,705		7SS436 当該負担 5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155A		201705		2,649		7S7444 当該負担 5月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201705		2,392		02-JUN-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155A		201705		1,919		7SS444 当該負担 5月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201705		1,384		02-JUN-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		944		7S7467 当該負担 5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155A		201705		850		7S7454 当該負担 5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201705		677		02-JUN-2017 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201705		600		02-JUN-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		416		02-JUN-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		378		7F7222新事業当該負担5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		291		7F7221新事業当該負担5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201705		279		02-JUN-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201705		267		02-JUN-2017 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201705		211		02-JUN-2017 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		155A		201705		173		7SS466 当該負担 5月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		160		02-JUN-2017 00:00:00 35E DCBI-MSを用いた迅速スクリーニングシステムの開発にあたり適用可能な分野の範囲およびその市場性の調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		144		02-JUN-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		141		02-JUN-2017 00:00:00 35E 質量分析計によるアルドステロン・コルチゾールの副腎静脈血中濃度の迅速診断法の開発（東北大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201705		88		02-JUN-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155A		201705		80		02-JUN-2017 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		53		02-JUN-2017 00:00:00 35E ヒト及び実験動物のホルマリン固定病理組織標本の質量分析による解析法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		40		02-JUN-2017 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		19		02-JUN-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201705		16		02-JUN-2017 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201705		11		02-JUN-2017 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201705		10		02-JUN-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		5		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		5		7FS221技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		0		02-JUN-2017 00:00:00 35E 質量分析計による内分泌関連試験法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201705		0		02-JUN-2017 00:00:00 35E ヒト及び実験動物のホルマリン固定病理組織標本の質量分析による解析法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201705		0		02-JUN-2017 00:00:00 35E メタボローム解析を中心とした　大阪大学島津分析イノベーション28年度		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		8,417		7SS437 当該負担 6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201706		7,587		04-JUL-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		5,800		04-JUL-2017 00:00:00 35E DCBI-MSを用いた迅速スクリーニングシステムの開発にあたり適用可能な分野の範囲およびその市場性の調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		5,605		7S7436 当該負担 6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		3,153		7SS436 当該負担 6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155A		201706		3,035		7S7444 当該負担 6月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201706		2,912		7S7466 当該負担 6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		1,920		7F7221新事業当該負担6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201706		1,917		7S7472 当該負担 6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201706		1,870		04-JUL-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		1,139		7S7467 当該負担 6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155A		201706		876		04-JUL-2017 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155A		201706		768		7SS444 当該負担 6月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155A		201706		641		7S7454 当該負担 6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		590		7FS221技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		552		04-JUL-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201706		522		04-JUL-2017 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		461		04-JUL-2017 00:00:00 35E 質量分析計によるアルドステロン・コルチゾールの副腎静脈血中濃度の迅速診断法の開発（東北大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201706		375		04-JUL-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		360		04-JUL-2017 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		277		04-JUL-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		155A		201706		226		7SS466 当該負担 6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201706		184		04-JUL-2017 00:00:00 35C SMX-1000(L)Plus CE対応		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201706		166		04-JUL-2017 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201706		150		04-JUL-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		122		7F7222新事業当該負担6月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		87		04-JUL-2017 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		72		04-JUL-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		71		04-JUL-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		64		04-JUL-2017 00:00:00 35E 抗体医薬品の糖鎖質量分析技術Erexim法の高感度化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		36		04-JUL-2017 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201706		28		04-JUL-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		5		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201706		2		04-JUL-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201706		0		04-JUL-2017 00:00:00 35E DCBI-MSを用いた迅速スクリーニングシステムの開発にあたり適用可能な分野の範囲およびその市場性の調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		7,387		7SS437 当該負担 7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		6,736		7S7436 当該負担 7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201707		3,448		7S7466 当該負担 7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201707		3,115		02-AUG-2017 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155A		201707		3,043		7S7444 当該負担 7月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		2,903		7SS436 当該負担 7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201707		2,519		02-AUG-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		1,828		7F7221新事業当該負担7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155A		201707		1,787		7S7454 当該負担 7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201707		1,682		02-AUG-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155A		201707		1,232		7SS444 当該負担 7月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201707		1,150		02-AUG-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		956		7S7467 当該負担 7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201707		896		02-AUG-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201707		779		7S7472 当該負担 7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155A		201707		643		02-AUG-2017 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		627		02-AUG-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201707		449		02-AUG-2017 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		409		02-AUG-2017 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201707		339		02-AUG-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		231		7FS221技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201707		225		02-AUG-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		224		02-AUG-2017 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		133		02-AUG-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		120		02-AUG-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		96		7F7222新事業当該負担7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		91		02-AUG-2017 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201707		56		02-AUG-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		155A		201707		53		7SS466 当該負担 7月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		28		02-AUG-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201707		5		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35E シアン分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201707		0		02-AUG-2017 00:00:00 35E 臭素酸分析システム専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		5,870		7SS437 当該負担 8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		3,999		04-SEP-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		3,985		7S7436 当該負担 8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201708		3,492		7S7466 当該負担 8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		3,369		7F7221新事業当該負担8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155A		201708		2,692		7S7444 当該負担 8月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		2,412		7SS436 当該負担 8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155A		201708		2,164		7S7454 当該負担 8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		1,705		04-SEP-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201708		1,352		7S7472 当該負担 8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155A		201708		1,162		7SS444 当該負担 8月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		927		04-SEP-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		860		04-SEP-2017 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		693		04-SEP-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		601		04-SEP-2017 00:00:00 35E 患者呼気を用いたガスクロマトグラフ質量分析計による感染症起因菌鑑別法の開発-緑膿菌鑑別の検討-		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201708		589		04-SEP-2017 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		540		04-SEP-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		464		7S7467 当該負担 8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		390		04-SEP-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		360		04-SEP-2017 00:00:00 35E 質量分析計によるアルドステロン・コルチゾールの副腎静脈血中濃度の迅速診断法の開発（東北大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		357		04-SEP-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		275		04-SEP-2017 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		176		04-SEP-2017 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		150		04-SEP-2017 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		150		04-SEP-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		149		7FS221技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155A		201708		145		04-SEP-2017 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		102		7F7222新事業当該負担8月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201708		95		04-SEP-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		85		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		46		04-SEP-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		43		04-SEP-2017 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201708		16		04-SEP-2017 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		2		04-SEP-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201708		0		04-SEP-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）要素技術の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		8,211		7SS437 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		5,288		7S7436 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155A		201709		5,274		7S7444 当該負担 9月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		4,770		03-OCT-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155A		201709		4,431		7S7454 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201709		4,273		7S7466 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		4,211		03-OCT-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		3,630		7F7221新事業当該負担9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		3,363		7SS436 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		2,627		03-OCT-2017 00:00:00 35E 質量分析計によるアルドステロン・コルチゾールの副腎静脈血中濃度の迅速診断法の開発（東北大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155A		201709		2,503		7SS444 当該負担 9月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201709		1,189		7S7472 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		949		03-OCT-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		941		03-OCT-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3219		分計事固有Ｕ		155A		201709		887		7SS454 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		155A		201709		865		7SS466 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		863		03-OCT-2017 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201709		685		03-OCT-2017 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		545		03-OCT-2017 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		544		03-OCT-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		514		03-OCT-2017 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		502		03-OCT-2017 00:00:00 35E 患者呼気を用いたガスクロマトグラフ質量分析計による感染症起因菌鑑別法の開発-緑膿菌鑑別の検討-		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		470		03-OCT-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		362		03-OCT-2017 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次(平成28年度)		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		316		7S7467 当該負担 9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		256		03-OCT-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155A		201709		190		03-OCT-2017 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		176		03-OCT-2017 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		150		03-OCT-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		122		7F7222新事業当該負担9月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		109		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		102		03-OCT-2017 00:00:00 35E 抗体医薬品の糖鎖質量分析技術Erexim法の高感度化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		75		03-OCT-2017 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		49		7FS221技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155A		201709		48		03-OCT-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155A		201709		40		03-OCT-2017 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		10		03-OCT-2017 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155A		201709		2		03-OCT-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いたリビングアニマルのリアルタイムメタボライト分析のアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		0		03-OCT-2017 00:00:00 35E 質量分析計によるアルドステロン・コルチゾールの副腎静脈血中濃度の迅速診断法の開発（東北大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155A		201709		-258		プロジェクト番号：7L703435E1610		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201710		7,156		7S7466当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		6,607		7F7221新事業当該負担10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		6,366		02-NOV-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細動代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		6,199		7S7436当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		5,890		02-NOV-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		5,777		7SS437当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		3,441		7SS436当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		2,265		02-NOV-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201710		2,106		7S7472当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		2,064		02-NOV-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155B		201710		1,982		7SS444当該負担 10月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		155B		201710		1,594		7SS466当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		1,431		7FS221技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155B		201710		1,293		7S7444当該負担 10月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155B		201710		1,078		7S7454当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		909		7S7467当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3219		分計事固有Ｕ		155B		201710		873		7SS454当該負担 10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		607		02-NOV-2017 00:00:00 35E 患者呼気を用いたガスクロマトグラフ質量分析計による感染症起因菌鑑別法の開発-緑膿菌鑑別の検討-		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		600		02-NOV-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		496		02-NOV-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		453		02-NOV-2017 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201710		411		02-NOV-2017 00:00:00 35E OPAプレラベルアミノ酸分析専用試薬セット製品化の予備検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		327		02-NOV-2017 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		320		02-NOV-2017 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		320		02-NOV-2017 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201710		280		02-NOV-2017 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		226		02-NOV-2017 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次〕		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		202		7F7222新事業当該負担10月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		177		02-NOV-2017 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		149		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		147		02-NOV-2017 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		146		02-NOV-2017 00:00:00 35E 抗体医薬品の糖鎖質量分析技術Erexim法の高感度化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		136		02-NOV-2017 00:00:00 35E 高齢者向けの食品の探索研究（帝京大学　共同研究）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155B		201710		131		02-NOV-2017 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		72		02-NOV-2017 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		42		02-NOV-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		30		02-NOV-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		8		02-NOV-2017 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201710		2		02-NOV-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201710		0		02-NOV-2017 00:00:00 35E 液体クロマトグラフ質量分析計LC-MS/MSを用いる細胞代謝アナライザーの開発（京都大学）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		9,871		7SS437当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201711		5,646		7S7472当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		5,093		04-DEC-2017 00:00:00 35E 抗体医薬品の糖鎖質量分析技術Erexim法の高感度化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		4,617		7S7436当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201711		3,942		7S7466当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		2,894		7SS436当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		2,300		04-DEC-2017 00:00:00 35C モーターコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155B		201711		2,271		7SS444当該負担 11月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		2,190		04-DEC-2017 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		1,180		04-DEC-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		784		04-DEC-2017 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201711		750		04-DEC-2017 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		662		04-DEC-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		660		04-DEC-2017 00:00:00 35C inspeXioシリーズの統合とWindows10対応予備調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		635		04-DEC-2017 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		418		04-DEC-2017 00:00:00 35E 患者呼気を用いたガスクロマトグラフ質量分析計による感染症起因菌鑑別法の開発-緑膿菌鑑別の検討-		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		388		04-DEC-2017 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		379		7F7222新事業当該負担11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155B		201711		376		7S7444当該負担 11月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		335		04-DEC-2017 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		320		04-DEC-2017 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		300		04-DEC-2017 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201711		283		04-DEC-2017 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		258		7S7483当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		232		04-DEC-2017 00:00:00 35E 高齢者向けの食品の探索研究（帝京大学　共同研究）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		200		04-DEC-2017 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次〕		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		195		04-DEC-2017 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		185		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		174		7SS483当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		128		04-DEC-2017 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155B		201711		80		04-DEC-2017 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155B		201711		40		7S7454当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		17		04-DEC-2017 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		12		04-DEC-2017 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		11		04-DEC-2017 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		2		04-DEC-2017 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		0		7S7467当該負担 11月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35C モータコントロール基板MCX-8のリニューアル		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35E 抗体医薬品の糖鎖質量分析技術Erexim法の高感度化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		0		04-DEC-2017 00:00:00 35C 金属アーチファクト低減ソフトウェアの製品化		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201711		-357		プロジェクト番号：7M705735C1704		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4162		分計事固有Ｍ		155B		201712		18,255		7SS444当該負担 12月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		9,172		7S7467当該負担 12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		7,422		7SS437当該負担 12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		6,800		09-JAN-2018 00:00:00 35E SFEによる食品中残留農薬の一斉分析法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		5,391		7S7436当該負担 12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201712		4,234		7S7466当該負担 12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		3,671		09-JAN-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		3,234		7SS436当該負担 12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4162		分計事固有Ｍ		155B		201712		2,250		7S7444当該負担 12月分NDI		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		1,695		7S7483当該負担 12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201712		1,645		09-JAN-2018 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		1,505		09-JAN-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズの統合とWindows10対応予備調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		1,109		09-JAN-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201712		1,049		7S7472当該負担 12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		941		7SS483当該負担 12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		905		09-JAN-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		852		09-JAN-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		833		09-JAN-2018 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		773		7F7226新事業当該負担12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		545		7F7222新事業当該負担12月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		535		09-JAN-2018 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		509		09-JAN-2018 00:00:00 35E 患者呼気を用いたガスクロマトグラフ質量分析計による感染症起因菌鑑別法の開発-緑膿菌鑑別の検討-		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		454		09-JAN-2018 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201712		420		09-JAN-2018 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		375		09-JAN-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		344		09-JAN-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		320		09-JAN-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		300		09-JAN-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		300		09-JAN-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155B		201712		204		09-JAN-2018 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		164		09-JAN-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		160		09-JAN-2018 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次〕		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		150		09-JAN-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		92		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		48		09-JAN-2018 00:00:00 35E ㈱メトセラとの繊維芽細胞の大量培養における品質評価方法の確立に関する共同研究		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		29		09-JAN-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201712		24		09-JAN-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		17		09-JAN-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		4		7FS226技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201712		2		09-JAN-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201712		0		09-JAN-2018 00:00:00 35E SFEによる食品中残留農薬の一斉分析法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201801		17,546		7K7640公的研究当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		7,288		7SS437 当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		5,759		7S7436 当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201801		3,252		7S7472 当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		2,923		02-FEB-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		2,642		02-FEB-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		2,626		7SS436 当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		1,909		7F7226新事業当該負担1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		1,586		7S7483 当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		1,465		02-FEB-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		1,273		02-FEB-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		1,176		02-FEB-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201801		1,169		02-FEB-2018 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155B		201801		1,031		02-FEB-2018 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		708		7SS483 当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		634		02-FEB-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		600		02-FEB-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		484		02-FEB-2018 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		473		02-FEB-2018 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		462		02-FEB-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		437		02-FEB-2018 00:00:00 35E 患者呼気を用いたガスクロマトグラフ質量分析計による感染症起因菌鑑別法の開発-緑膿菌鑑別の検討-		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201801		371		7S7466 当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		323		02-FEB-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		304		02-FEB-2018 00:00:00 35E 高齢者向けの食品の探索研究（帝京大学　共同研究）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		300		02-FEB-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		280		02-FEB-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		245		7F7222新事業当該負担1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		177		02-FEB-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		150		02-FEB-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズの統合とWindows10対応予備調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		137		02-FEB-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		120		02-FEB-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201801		80		02-FEB-2018 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201801		74		02-FEB-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		45		7S7467 当該負担 1月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		35		02-FEB-2018 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		17		02-FEB-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		16		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201801		2		02-FEB-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201801		0		02-FEB-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		8,986		7SS437 当該負担 2月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		8,440		02-MAR-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		4,135		02-MAR-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズの統合とWindows10対応予備調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		3,707		7F7226新事業当該負担2月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		3,274		7S7436 当該負担 2月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		3,273		02-MAR-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201802		3,247		7S7472 当該負担 2月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		2,620		7SS436 当該負担 2月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155B		201802		2,616		02-MAR-2018 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		1,949		7S7483 当該負担 2月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		1,306		02-MAR-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		1,241		02-MAR-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201802		972		02-MAR-2018 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		819		7SS483 当該負担 2月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		759		02-MAR-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		679		02-MAR-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		658		02-MAR-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		499		02-MAR-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		499		02-MAR-2018 00:00:00 35E 患者呼気を用いたガスクロマトグラフ質量分析計による感染症起因菌鑑別法の開発-緑膿菌鑑別の検討-		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		456		02-MAR-2018 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		408		02-MAR-2018 00:00:00 35E 高齢者向けの食品の探索研究（帝京大学　共同研究）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		369		02-MAR-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		314		02-MAR-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		300		02-MAR-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		300		02-MAR-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		272		02-MAR-2018 00:00:00 35E タンパク質のMSイメージングアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201802		245		02-MAR-2018 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		240		02-MAR-2018 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		234		02-MAR-2018 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201802		209		02-MAR-2018 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		149		7F7222新事業当該負担2月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		125		02-MAR-2018 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		120		02-MAR-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部品改良の検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		120		02-MAR-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		120		02-MAR-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		88		02-MAR-2018 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次〕		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		24		02-MAR-2018 00:00:00 35E ㈱メトセラとの繊維芽細胞の大量培養における品質評価方法の確立に関する共同研究		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		16		02-MAR-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		13		02-MAR-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201802		12		02-MAR-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		8		02-MAR-2018 00:00:00 35E Erexim法による広範囲な抗体医薬品の糖鎖解析法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201802		3		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		2		02-MAR-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201802		0		02-MAR-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズの統合とWindows10対応予備調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201803		7,317		7K7720公的研究当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		6,640		03-APR-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		6,589		7S7436 当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		6,527		7SS437 当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4197		分計事固有Ｉ		155B		201803		6,223		7K7644公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4197		分計事固有Ｉ		155B		201803		5,539		7K7645公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		4,825		7K7642公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		3,336		03-APR-2018 00:00:00 35E 患者呼気を用いたガスクロマトグラフ質量分析計による感染症起因菌鑑別法の開発-緑膿菌鑑別の検討-		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201803		3,326		7S7472 当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		2,740		7SS436 当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		2,402		7F7226新事業当該負担3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		2,329		03-APR-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		1,995		03-APR-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		1,933		7S7483 当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		1,884		7K7651公的研究当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201803		1,884		7K7651公的研究当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		1,788		7K7652公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		1,613		03-APR-2018 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		1,552		7K7643公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201803		1,541		03-APR-2018 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		1,540		03-APR-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		1,412		7F7222新事業当該負担3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		1,383		7K7721公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		155B		201803		1,304		7K7719公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		1,246		7K7641公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		907		03-APR-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		839		03-APR-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		780		7K7654公的研究当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		768		03-APR-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		751		03-APR-2018 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		735		03-APR-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		721		7SS483 当該負担 3月分分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		683		03-APR-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		679		03-APR-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		545		03-APR-2018 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		155B		201803		469		03-APR-2018 00:00:00 35E 複合材料の超音波疲労試験システムの開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201803		435		03-APR-2018 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		155B		201803		389		03-APR-2018 00:00:00 35E セルロースナノファイバーの分析評価適応性確認		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		300		03-APR-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		300		03-APR-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		252		03-APR-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		240		03-APR-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部品改良の検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		149		03-APR-2018 00:00:00 35E タンパク質のMSイメージングアプリケーション開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		112		03-APR-2018 00:00:00 35E 高齢者向けの食品の探索研究（帝京大学　共同研究）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		155B		201803		64		03-APR-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		17		03-APR-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		13		03-APR-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		3		7FS222技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35E ㈱メトセラとの繊維芽細胞の大量培養における品質評価方法の確立に関する共同研究		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への委託研究（平成29年度）		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		155B		201803		0		03-APR-2018 00:00:00 35C 自動計測システムの機能拡張の実現性検討		１国内		155		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		41,515		07-MAY-2018 00:00:00 35E FDAの販売認証申請のためのシステム構築およびバリデーション		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		10,355		7F7222新事業当該負担4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		8,581		7F7226新事業当該負担4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		5,717		7SS437 当該負担 4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		5,128		7S7436 当該負担 4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		5,047		07-MAY-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		2,067		07-MAY-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		1,933		07-MAY-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		1,841		07-MAY-2018 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		1,794		7S7483 当該負担 4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201804		1,489		7S7472 当該負担 4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		1,350		07-MAY-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		1,174		07-MAY-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		1,170		7SS436 当該負担 4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		1,049		07-MAY-2018 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		959		07-MAY-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		670		07-MAY-2018 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		654		07-MAY-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		540		07-MAY-2018 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		530		7SS483 当該負担 4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		494		07-MAY-2018 00:00:00 35E タンパク質のMSイメージングアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		156A		201804		360		07-MAY-2018 00:00:00 35E ICPMS-2030の有機溶媒（DMF）用データベース作成		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		339		07-MAY-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		308		07-MAY-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201804		261		07-MAY-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		257		07-MAY-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部品改良の検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		225		07-MAY-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156A		201804		203		07-MAY-2018 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		158		7SS488 当該負担 4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		150		07-MAY-2018 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		150		07-MAY-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		106		7SS487 当該負担 4月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		13		07-MAY-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201804		10		07-MAY-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		2		07-MAY-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201804		0		07-MAY-2018 00:00:00 35E FDAの販売認証申請のためのシステム構築およびバリデーション		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		17,111		04-JUN-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156A		201805		8,304		04-JUN-2018 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		7,811		04-JUN-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		5,956		7SS437 当該負担 5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		3,280		04-JUN-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		2,460		04-JUN-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201805		2,368		7S7472 当該負担 5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		2,190		04-JUN-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		2,065		04-JUN-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		1,879		04-JUN-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		1,658		7F7228新事業当該負担5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		1,557		04-JUN-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		1,400		04-JUN-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		1,370		7S7436 当該負担 5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		833		04-JUN-2018 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		747		7S7483 当該負担 5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		677		04-JUN-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		570		04-JUN-2018 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		508		7SS483 当該負担 5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		458		04-JUN-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部品改良の検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		441		04-JUN-2018 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		378		04-JUN-2018 00:00:00 35E タンパク質のMSイメージングアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		254		04-JUN-2018 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		251		7SS487 当該負担 5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		225		04-JUN-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		221		04-JUN-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		202		7SS488 当該負担 5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		166		04-JUN-2018 00:00:00 35E 抗体医薬品バイオアナリシスへのｎSMOLの応用検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		160		04-JUN-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		156A		201805		160		04-JUN-2018 00:00:00 35E ICPMS-2030の有機溶媒（DMF）用データベース作成		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		159		04-JUN-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156A		201805		153		04-JUN-2018 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		150		04-JUN-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		80		04-JUN-2018 00:00:00 35E 高齢者向けの食品の探索研究（帝京大学　共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		58		04-JUN-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		50		04-JUN-2018 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201805		50		04-JUN-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		37		7F7227新事業当該負担5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		13		04-JUN-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		9		7SS436 当該負担 5月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		3		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2017年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201805		0		04-JUN-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225リニューアル機の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201805		-4		7FS226技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		170,892		7SS437 当該負担 6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		40,811		7SS436 当該負担 6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		11,033		7S7436 当該負担 6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156A		201806		2,713		03-JUL-2018 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		2,482		03-JUL-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		2,266		7S7483 当該負担 6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		1,893		03-JUL-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/SVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		1,849		7F7228新事業当該負担6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		1,462		03-JUL-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		1,367		03-JUL-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		1,060		03-JUL-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156A		201806		841		03-JUL-2018 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		646		7SS483 当該負担 6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		633		03-JUL-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201806		523		7S7472 当該負担 6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		500		03-JUL-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		407		03-JUL-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部品改良の検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		375		03-JUL-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201806		337		03-JUL-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		333		7SS488 当該負担 6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		156A		201806		330		03-JUL-2018 00:00:00 35E ICPMS-2030の有機溶媒（DMF）用データベース作成		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		270		03-JUL-2018 00:00:00 35E タンパク質のMSイメージングアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		229		7SS487 当該負担 6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		225		03-JUL-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		225		03-JUL-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		200		03-JUL-2018 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次〕		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		190		03-JUL-2018 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		125		03-JUL-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		122		03-JUL-2018 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		77		03-JUL-2018 00:00:00 35E 抗体医薬品バイオアナリシスへのｎSMOLの応用検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		47		7F7227新事業当該負担6月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		30		03-JUL-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		25		03-JUL-2018 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		20		03-JUL-2018 00:00:00 35E Erexim法による広範囲な抗体医薬品の糖鎖解析法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		14		03-JUL-2018 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201806		10		03-JUL-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		5		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201806		0		03-JUL-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/CVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		3,512		7F7228新事業当該負担7月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		3,139		02-AUG-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		2,547		7S7483 当該負担 7月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156A		201807		1,664		02-AUG-2018 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201807		1,362		7S7492 当該負担 7月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		1,280		02-AUG-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		1,135		02-AUG-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		156A		201807		976		7SS492 当該負担 7月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		874		02-AUG-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部品改良の検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		660		02-AUG-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		602		02-AUG-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		574		02-AUG-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		429		02-AUG-2018 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156A		201807		422		02-AUG-2018 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		418		7SS483 当該負担 7月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201807		375		02-AUG-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		351		02-AUG-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		338		7SS488 当該負担 7月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		156A		201807		330		02-AUG-2018 00:00:00 35E ICPMS-2030の有機溶媒（DMF）用データベース作成		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		210		02-AUG-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		195		02-AUG-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		185		02-AUG-2018 00:00:00 35C 小型X線の重ね溶接部の生産性向上		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		158		02-AUG-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		131		7F7227新事業当該負担7月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		111		02-AUG-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		78		02-AUG-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		55		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		30		02-AUG-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		30		02-AUG-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		20		02-AUG-2018 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201807		10		02-AUG-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201807		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジ―分野での活用		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156A		201807		0		02-AUG-2018 00:00:00 35E FM-AMのトライポロジー分野での活用		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		3,200		04-SEP-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		2,887		7S7492 当該負担 8月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		1,887		7F7228新事業当該負担8月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		1,362		7S7492 当該負担 7月分分析（部門修正振替）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		1,258		04-SEP-2018 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		1,076		7S7483 当該負担 8月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		1,048		04-SEP-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		976		7SS492 当該負担 7月分分析（部門修正振替）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		920		04-SEP-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		880		7SS492 当該負担 8月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		156A		201808		800		04-SEP-2018 00:00:00 35E ICPMS-2030の有機溶媒（DMF）用データベース作成		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156A		201808		627		04-SEP-2018 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		597		04-SEP-2018 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		567		04-SEP-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部品改良の検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156A		201808		473		04-SEP-2018 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		345		04-SEP-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		335		04-SEP-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		320		04-SEP-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		300		04-SEP-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		300		04-SEP-2018 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		282		04-SEP-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		270		04-SEP-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		268		04-SEP-2018 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		266		7SS483 当該負担 8月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		180		7SS487 当該負担 8月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		145		7SS488 当該負担 8月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201808		110		04-SEP-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		84		04-SEP-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		66		7F7227新事業当該負担8月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		52		04-SEP-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		10		04-SEP-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		7		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35E 水質管理目標設定項目の農薬類における公定法の候補となるLCMSによる一斉分析法の基礎検討〔2年次〕		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35E 生体試料の液中SPM観察手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35E 質量分析計による血中代謝物定量のための検体調整・管理手順開発と検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35C X線シミュレーターのシミュレーション精度向上手法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201808		0		04-SEP-2018 00:00:00 35C 小型CT装置開発に関する予備調査		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3212		分計事固有Ｌ		156A		201808		-976		7SS492 当該負担 7月分分析（部門修正振替）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201808		-1,362		7S7492 当該負担 7月分分析（部門修正振替）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156A		201808		-1,829		プロジェクト番号：7L705335E1709		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201809		17,892		02-OCT-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		3,405		7F7228新事業当該負担9月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		3,184		7S7492 当該負担 9月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201809		1,518		02-OCT-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		1,302		7S7483 当該負担 9月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201809		1,284		02-OCT-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		996		7SS492 当該負担 9月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		913		02-OCT-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201809		885		02-OCT-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156A		201809		501		02-OCT-2018 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		500		7SS488 当該負担 9月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		491		7SS483 当該負担 9月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201809		480		02-OCT-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		397		7SS487 当該負担 9月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156A		201809		384		02-OCT-2018 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156A		201809		270		02-OCT-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		250		02-OCT-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		160		02-OCT-2018 00:00:00 35E GCMSによる腸内細菌叢サンプル中の胆汁酸分析手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		139		02-OCT-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		100		02-OCT-2018 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		100		02-OCT-2018 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156A		201809		69		02-OCT-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT225高電圧部品改良の検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		55		02-OCT-2018 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		50		02-OCT-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		19		7F7227新事業当該負担9月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		16		02-OCT-2018 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		7		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156A		201809		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		156A		201809		0		02-OCT-2018 00:00:00 35E ICPMS-2030の有機溶媒（DMF）用データベース作成		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		5,152		02-NOV-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		4,165		7S7492当該負担 10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		1,811		7S7483当該負担 10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		1,807		7SS492当該負担 10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201810		1,518		02-NOV-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		1,441		7F7228新事業当該負担10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201810		1,216		02-NOV-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201810		1,181		02-NOV-2018 00:00:00 35E 潤滑剤構造のInSitu観察アプリケーションの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		1,157		7SS483当該負担 10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201810		1,055		02-NOV-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		1,010		02-NOV-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201810		832		02-NOV-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201810		825		02-NOV-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		733		02-NOV-2018 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201810		572		02-NOV-2018 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		515		02-NOV-2018 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		478		02-NOV-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201810		387		02-NOV-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		358		7S7487当該負担 10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201810		288		02-NOV-2018 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201810		243		02-NOV-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		232		7SS488当該負担 10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		177		02-NOV-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		154		7SS487当該負担 10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		052D技術契約費Ⅰ		4221		北分１Ｇ		156B		201810		150		株式会社北隆館技術論文原稿料　　		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		140		02-NOV-2018 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		137		7F7227新事業当該負担10月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201810		116		02-NOV-2018 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201810		110		02-NOV-2018 00:00:00 35E 自動車向けCNF材料評価法の予備検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		70		02-NOV-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		50		02-NOV-2018 00:00:00 35E 抗体医薬品バイオアナリシスへのｎSMOLの応用検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		48		02-NOV-2018 00:00:00 35E Erexim法による広範囲な抗体医薬品の糖鎖解析法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		42		02-NOV-2018 00:00:00 35E ω3系多価不飽和脂肪酸関連化合物を対象としたトリプル四重極型質量分析計用メソッドパッケージの要素技術開		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		40		02-NOV-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		40		02-NOV-2018 00:00:00 35E GCMSによる腸内細菌叢サンプル中の胆汁酸分析手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		7		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201810		0		02-NOV-2018 00:00:00 35E Nexera　UCアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		4,366		7S7492当該負担 11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		2,466		7SS492当該負担 11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201811		2,344		04-DEC-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		2,053		7F7228新事業当該負担11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		2,009		7S7483当該負担 11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201811		1,842		04-DEC-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201811		1,258		04-DEC-2018 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201811		1,252		7S7500当該負担 11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201811		1,207		04-DEC-2018 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201811		1,072		04-DEC-2018 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		1,011		04-DEC-2018 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		991		7SS488当該負担 11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		926		04-DEC-2018 00:00:00 35E 高齢者向けの食品の探索研究（帝京大学　共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201811		845		7S7501当該負担 11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		844		7SS483当該負担 11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201811		823		04-DEC-2018 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201811		756		04-DEC-2018 00:00:00 35E 潤滑剤構造のInSitu観察アプリケーションの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		693		04-DEC-2018 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		626		04-DEC-2018 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201811		519		04-DEC-2018 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201811		502		04-DEC-2018 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		414		04-DEC-2018 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		395		7F7227新事業当該負担11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		345		04-DEC-2018 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		287		04-DEC-2018 00:00:00 35E GCMSによる腸内細菌叢サンプル中の胆汁酸分析手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		251		04-DEC-2018 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		168		7S7487当該負担 11月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		162		04-DEC-2018 00:00:00 35E 抗体医薬品バイオアナリシスへのｎSMOLの応用検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		124		04-DEC-2018 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		117		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		115		04-DEC-2018 00:00:00 35E ω3系多価不飽和脂肪酸関連化合物を対象としたトリプル四重極型質量分析計用メソッドパッケージの要素技術開		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201811		101		04-DEC-2018 00:00:00 35E 自動車向けCNF材料評価法の予備検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201811		80		04-DEC-2018 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		40		04-DEC-2018 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		20		04-DEC-2018 00:00:00 35E MPSスクリーニングにおける新規GAG法の開発（AMED成育疾患克服等総合研究事業-BIRTHDAY-2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201811		10		04-DEC-2018 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201811		7		04-DEC-2018 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35E LCを用いた生体成分定量アプリケーション開発（九州大学との技術指導契約）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201811		0		04-DEC-2018 00:00:00 35E 高齢者向けの食品の探索研究（帝京大学　共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		3,000		7S7483当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		2,778		08-JAN-2019 00:00:00 35E 抗体医薬品バイオアナリシスへのｎSMOLの応用検証		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		2,384		7S7492当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201812		2,134		08-JAN-2019 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		2,088		7SS492当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201812		1,992		08-JAN-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201812		1,658		7S7500当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		1,208		7F7228新事業当該負担12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		909		08-JAN-2019 00:00:00 35E GCMSによる腸内細菌叢サンプル中の胆汁酸分析手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		767		08-JAN-2019 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201812		706		7S7501当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		693		08-JAN-2019 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		687		7SS483当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		633		7SS488当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201812		607		08-JAN-2019 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201812		605		08-JAN-2019 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201812		445		08-JAN-2019 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		432		08-JAN-2019 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201812		401		08-JAN-2019 00:00:00 35E 潤滑剤構造のInSitu観察アプリケーションの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		330		08-JAN-2019 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201812		328		08-JAN-2019 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201812		300		08-JAN-2019 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201812		264		08-JAN-2019 00:00:00 35E 自動車向けCNF材料評価法の予備検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		240		7S7487当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		236		7F7227新事業当該負担12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		150		08-JAN-2019 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201812		135		08-JAN-2019 00:00:00 35C X線位相イメージング装置の応用先調査と製品仕様決定		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		114		7SS487当該負担 12月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		107		08-JAN-2019 00:00:00 35E ω3系多価不飽和脂肪酸関連化合物を対象としたトリプル四重極型質量分析計用メソッドパッケージの要素技術開		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		50		08-JAN-2019 00:00:00 35E MPSスクリーニングにおける新規GAG法の開発（AMED成育疾患克服等総合研究事業-BIRTHDAY-2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		50		08-JAN-2019 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		40		08-JAN-2019 00:00:00 35E Erexim法による広範囲な抗体医薬品の糖鎖解析法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201812		30		08-JAN-2019 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201812		10		08-JAN-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		8		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201812		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		15,725		7SS483 当該負担 1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		5,093		04-FEB-2019 00:00:00 35E Erexim法による広範囲な抗体医薬品の糖鎖解析法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		3,631		7S7492 当該負担 1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201901		1,803		7S7501 当該負担 1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		1,681		7SS492 当該負担 1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		1,544		7F7228新事業当該負担1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		1,301		04-FEB-2019 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201901		1,177		7S7500 当該負担 1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		1,132		04-FEB-2019 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201901		815		04-FEB-2019 00:00:00 35E 潤滑剤構造のInSitu観察アプリケーションの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201901		686		04-FEB-2019 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		680		04-FEB-2019 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		604		04-FEB-2019 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		577		04-FEB-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		528		04-FEB-2019 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201901		483		04-FEB-2019 00:00:00 35E 自動車向けCNF材料評価法の予備検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		469		7S7487 当該負担 1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		457		04-FEB-2019 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201901		435		04-FEB-2019 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201901		396		04-FEB-2019 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		390		04-FEB-2019 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への研究委託（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		368		04-FEB-2019 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		300		04-FEB-2019 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		289		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		270		04-FEB-2019 00:00:00 35C 小型X線の脱ガス工程の生産性向上		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		262		7SS488 当該負担 1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201901		160		04-FEB-2019 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		151		04-FEB-2019 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		150		04-FEB-2019 00:00:00 35C X線位相イメージング装置の応用先調査と製品仕様決定		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		150		04-FEB-2019 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		150		04-FEB-2019 00:00:00 35E GCMSによる腸内細菌叢サンプル中の胆汁酸分析手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		142		7S7483 当該負担 1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		108		7F7227新事業当該負担1月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		60		04-FEB-2019 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		50		04-FEB-2019 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		40		04-FEB-2019 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201901		34		04-FEB-2019 00:00:00 35E LCを用いた生体成分定量アプリケーション開発（九州大学との技術指導契約）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		28		04-FEB-2019 00:00:00 35E ω3系多価不飽和脂肪酸関連化合物を対象としたトリプル四重極型質量分析計用メソッドパッケージの要素技術開		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201901		10		04-FEB-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		5		04-FEB-2019 00:00:00 35E MPSスクリーニングにおける新規GAG法の開発（AMED成育疾患克服等総合研究事業-BIRTHDAY-2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201901		0		04-FEB-2019 00:00:00 35E Erexim法による広範囲な抗体医薬品の糖鎖解析法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		6,554		04-MAR-2019 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		4,678		7S7492 当該負担 2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		3,349		7F7228新事業当該負担2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		3,165		04-MAR-2019 00:00:00 35C X線位相イメージング装置の応用先調査と製品仕様決定		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201902		2,986		7S7500 当該負担 2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		2,576		04-MAR-2019 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		2,556		04-MAR-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201902		1,928		7S7501 当該負担 2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201902		1,907		04-MAR-2019 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		1,803		7SS492 当該負担 2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		1,656		04-MAR-2019 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		1,653		04-MAR-2019 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		1,138		04-MAR-2019 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		1,110		7S7504 当該負担 2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		987		04-MAR-2019 00:00:00 35E MPSスクリーニングにおける新規GAG法の開発（AMED成育疾患克服等総合研究事業-BIRTHDAY-2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201902		854		04-MAR-2019 00:00:00 35E 潤滑剤構造のInSitu観察アプリケーションの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		827		04-MAR-2019 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		756		04-MAR-2019 00:00:00 35C 小型X線の脱ガス工程の生産性向上		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		748		04-MAR-2019 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201902		647		04-MAR-2019 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		615		04-MAR-2019 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		487		7SS488 当該負担 2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		303		7SS504 当該負担 2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201902		283		04-MAR-2019 00:00:00 35E 自動車向けCNF材料評価法の予備検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		250		04-MAR-2019 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		156B		201902		220		04-MAR-2019 00:00:00 35E LC ICP-MSの性能確認及びシステム改良のための要素技術検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		220		04-MAR-2019 00:00:00 35E GCMSによる腸内細菌叢サンプル中の胆汁酸分析手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		180		04-MAR-2019 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への研究委託（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		170		7F7227新事業当該負担2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		165		04-MAR-2019 00:00:00 35C 小型卓上X線線CT装置の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201902		60		04-MAR-2019 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		35		7S7487 当該負担 2月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		27		04-MAR-2019 00:00:00 35E ω3系多価不飽和脂肪酸関連化合物を対象としたトリプル四重極型質量分析計用メソッドパッケージの要素技術開		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201902		26		04-MAR-2019 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201902		20		04-MAR-2019 00:00:00 35E LCを用いた生体成分定量アプリケーション開発（九州大学との技術指導契約）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		20		04-MAR-2019 00:00:00 35E オンライン超臨界流体抽出/クロマトグラフィーの食品中残留農薬分析への応用開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201902		9		04-MAR-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		8		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201902		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201903		20,513		7K7722公的研究当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201903		20,416		7K7668公的研究当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		20,389		02-APR-2019 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		5,964		7K7724公的研究当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		5,205		02-APR-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		4,791		7K7661公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		2,817		02-APR-2019 00:00:00 35C 小型卓上X線線CT装置の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		2,591		7SS492 当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201903		2,502		7K7664公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		2,187		7S7504 当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201903		2,180		7K7659公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201903		2,153		7S7500 当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		2,134		02-APR-2019 00:00:00 35C 小型X線の脱ガス工程の生産性向上		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		2,111		02-APR-2019 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		156B		201903		1,890		7K7665公的研究当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		1,890		7K7665公的研究当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3219		分計事固有Ｕ		156B		201903		1,640		7K7723公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		1,543		7S7492 当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		1,463		7K7660公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		1,442		7F7228新事業当該負担3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		1,350		02-APR-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3211		分計事固有Ａ		156B		201903		1,290		02-APR-2019 00:00:00 35E 多機種によるエンジンオイル分析のアプリケーション開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201903		1,105		7S7501 当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		1,053		7K7666公的研究当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		953		02-APR-2019 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		156B		201903		931		02-APR-2019 00:00:00 35E LC ICP-MSの性能確認及びシステム改良のための要素技術検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		918		7K7662公的研究当該負担 3月分GADC		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201903		884		02-APR-2019 00:00:00 35E 潤滑剤構造のInSitu観察アプリケーションの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		717		02-APR-2019 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201903		711		02-APR-2019 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		156B		201903		689		02-APR-2019 00:00:00 35E 自動車向けCNF材料評価法の予備検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		607		02-APR-2019 00:00:00 35C IoTによるX線管保守サービスの構築		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201903		602		02-APR-2019 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		501		7K7670公的研究当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		495		02-APR-2019 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		291		7F7227新事業当該負担3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		238		02-APR-2019 00:00:00 35E 糖尿病性腎症早期診断マルチバイオマーカー測定メゾットパッケージVer1.0の開発のための基礎検討		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		237		02-APR-2019 00:00:00 35E GCMSによる腸内細菌叢サンプル中の胆汁酸分析手法の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		215		7SS488 当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		210		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		202		02-APR-2019 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		195		02-APR-2019 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		194		7SS504 当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		168		02-APR-2019 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への研究委託（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		140		02-APR-2019 00:00:00 35E AMED補助事業への研究協力（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		130		02-APR-2019 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発（第2期）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		125		02-APR-2019 00:00:00 35E ω3系多価不飽和脂肪酸関連化合物を対象としたトリプル四重極型質量分析計用メソッドパッケージの要素技術開		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		41		7S7487 当該負担 3月分分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		24		02-APR-2019 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		156B		201903		2		02-APR-2019 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35E MPSスクリーニングにおける新規GAG法の開発（AMED成育疾患克服等総合研究事業-BIRTHDAY-2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35C X線位相イメージング装置の応用先調査と製品仕様決定		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35E MPSスクリーニングにおける新規GAG法の開発（AMED成育疾患克服等総合研究事業-BIRTHDAY-2018年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35E 国立医薬品食品衛生研究所への研究委託（平成30年度）		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		156B		201903		0		02-APR-2019 00:00:00 35C X線発生装置MTT160CLリニューアル		１国内		156		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		10,597		7F7227新事業当該負担4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		7,598		7F7228新事業当該負担4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		4,727		7S7492 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4701		分計事固有Ｑ		157A		201904		2,918		7S7501 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201904		2,832		08-MAY-2019 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201904		2,630		08-MAY-2019 00:00:00 35C 小型卓上X線線CT装置の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		157A		201904		1,890		7S7500 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		1,759		7S7487 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		1,649		7S7504 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		1,609		7SS492 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201904		1,566		08-MAY-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201904		1,306		08-MAY-2019 00:00:00 35C 小型X線の脱ガス工程の生産性向上		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3211		分計事固有Ａ		157A		201904		957		08-MAY-2019 00:00:00 35E 多機種によるエンジンオイル分析のアプリケーション開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		157A		201904		730		08-MAY-2019 00:00:00 35E LC ICP-MSの性能確認及びシステム改良のための要素技術検討		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		595		7SS488 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		431		7SS504 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		390		08-MAY-2019 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4701		分計事固有Ｑ		157A		201904		352		7SS501 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		340		7FS227技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		251		08-MAY-2019 00:00:00 35E 糖尿病性腎症の進行予測に関するマーカー分子の探索（東京大学・社会連携講座との共同研究）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		219		08-MAY-2019 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		157A		201904		170		08-MAY-2019 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201904		155		08-MAY-2019 00:00:00 35C Xslicer SMX06010の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		148		7SS487 当該負担 4月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		133		08-MAY-2019 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201904		75		08-MAY-2019 00:00:00 35C inspeXioシリーズ機能拡張及び統合対応		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		60		08-MAY-2019 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		50		08-MAY-2019 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発（第2期）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		47		08-MAY-2019 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		157A		201904		27		08-MAY-2019 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		157A		201904		11		08-MAY-2019 00:00:00 35E 自動車向けCNF材料評価法の予備検討		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201904		9		08-MAY-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201904		5		08-MAY-2019 00:00:00 35C 小型卓上X線線CT装置の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201904		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3100		ＧＡＤＣ京都		157A		201904		0		08-MAY-2019 00:00:00 35E 高生産性微生物創製に資する情報解析システムの開発(NEDO 2019, 前渡し金)		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		19,023		7SS487 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		5,012		7S7492 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		4,630		04-JUN-2019 00:00:00 35E ω3系多価不飽和脂肪酸関連化合物を対象としたトリプル四重極型質量分析計用メソッドパッケージの要素技術開		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201905		4,068		04-JUN-2019 00:00:00 35C 小型卓上X線線CT装置の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		3,819		04-JUN-2019 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		157A		201905		3,086		04-JUN-2019 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4701		分計事固有Ｑ		157A		201905		3,038		7S7501 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		2,637		04-JUN-2019 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		2,571		7S7504 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		157A		201905		2,559		04-JUN-2019 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基礎研究（1期/3期）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		2,429		7SS492 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201905		2,042		04-JUN-2019 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		157A		201905		2,025		7S7500 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201905		1,980		04-JUN-2019 00:00:00 35C 小型X線の脱ガス工程の生産性向上		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		1,661		7S7487 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		1,596		7F7228新事業当該負担5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		157A		201905		1,401		04-JUN-2019 00:00:00 35E LC ICP-MSの性能確認及びシステム改良のための要素技術検討		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		899		7SS488 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201905		744		04-JUN-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		464		7SS504 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		157A		201905		430		04-JUN-2019 00:00:00 35E DAABD-Cl試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量による糖尿病性腎症とアルブミン酸化還元量の関連調査		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		157A		201905		366		04-JUN-2019 00:00:00 35E 潤滑剤構造のInSitu観察アプリケーションの開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		250		04-JUN-2019 00:00:00 35E 糖尿病性腎症の進行予測に関するマーカー分子の探索（東京大学・社会連携講座との共同研究）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4701		分計事固有Ｑ		157A		201905		220		7SS501 当該負担 5月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		157A		201905		181		04-JUN-2019 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201905		150		04-JUN-2019 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3211		分計事固有Ａ		157A		201905		134		04-JUN-2019 00:00:00 35E 多機種によるエンジンオイル分析のアプリケーション開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		100		04-JUN-2019 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		100		04-JUN-2019 00:00:00 35E SPMEコーティングPESI探針の有用性評価（カナダ・Waterloo大学との共同研究）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		98		04-JUN-2019 00:00:00 35E マイクロサンプリングに関する医薬品の生体試料中薬物濃度分析手法の標準化(NIHS)		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		157A		201905		70		04-JUN-2019 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基盤研究　力学モデルの構築と実験的検証		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		50		04-JUN-2019 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発（第2期）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		40		04-JUN-2019 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201905		9		04-JUN-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		6		04-JUN-2019 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201905		5		04-JUN-2019 00:00:00 35C 小型卓上X線線CT装置の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		5		7FS228技推新事業(SW性)当該負分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35E DAABD-CI誘導体化試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量手法の評価		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35E PESI-MS/MSを用いた救命救急・法医学分野における迅速薬毒物検出法の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35E ω3系多価不飽和脂肪酸関連化合物を対象としたトリプル四重極型質量分析計用メソッドパッケージ要素技術開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35E TEMPO酸化CNFの分析評価技術の開発（東大共同研究）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201905		0		04-JUN-2019 00:00:00 35E 薬効郡を横断した血中薬物濃度分析系の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		7,084		7S7492 当該負担 6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4701		分計事固有Ｑ		157A		201906		3,981		02-JUL-2019 00:00:00 35E 潤滑剤構造のInSitu観察アプリケーションの開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3212		分計事固有Ｌ		157A		201906		3,366		7S7500 当該負担 6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		3,342		02-JUL-2019 00:00:00 35C 小型卓上X線線CT装置の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		4701		分計事固有Ｑ		157A		201906		2,858		7S7501 当該負担 6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		2,679		7S7504 当該負担 6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		2,643		02-JUL-2019 00:00:00 35C inspeXio SMX-225CT FPD HRのCE対応		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		2,548		7SS492 当該負担 6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		2,402		02-JUL-2019 00:00:00 35C 小型X線の脱ガス工程の生産性向上		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		1,700		02-JUL-2019 00:00:00 35C lｎclined CTプロトタイプシステムおよび新再構成アルゴリズムの開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0522試験研究費Ⅱ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		1,302		7F7228新事業当該負担6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		1,034		02-JUL-2019 00:00:00 35C 計測用X線CTの精度評価方法および不確かさ評価方法の確立		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4702		分計事固有Ｂ		157A		201906		917		02-JUL-2019 00:00:00 35E LC ICP-MSの性能確認及びシステム改良のための要素技術検討		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		650		7SS488 当該負担 6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		450		02-JUL-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		436		02-JUL-2019 00:00:00 35E 薬物治療モニタリング（TDM)のための血中薬物濃度測定法開発（九州大学共同研究）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		381		7SS504 当該負担 6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		157A		201906		362		02-JUL-2019 00:00:00 35E CNF複合材料の分析評価技術の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		310		02-JUL-2019 00:00:00 35E SPMEコーティングPESI探針の有用性評価（カナダ・Waterloo大学との共同研究）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4701		分計事固有Ｑ		157A		201906		255		7SS501 当該負担 6月分分析		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3212		分計事固有Ｌ		157A		201906		251		02-JUL-2019 00:00:00 35E DAABD-Cl試薬を利用した尿中アルブミンの酸化還元定量による糖尿病性腎症とアルブミン酸化還元量の関連調査		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		232		02-JUL-2019 00:00:00 35E 次世代バイオ医薬品の効率的実用化促進のための品質評価法の開発と標準化に関する研究（AMED, 2019年度)		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		180		02-JUL-2019 00:00:00 35E 糖尿病性腎症の進行予測に関するマーカー分子の探索（東京大学・社会連携講座との共同研究）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		180		02-JUL-2019 00:00:00 35C Xslicer SMX06010の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		125		02-JUL-2019 00:00:00 35E うつ病をターゲットとする世界初の包括的評価スクリーニングシステムの開発（第2期）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4197		分計事固有Ｉ		157A		201906		110		02-JUL-2019 00:00:00 35E 高生産性CFRPの高信頼設計のための基盤研究　力学モデルの構築と実験的検証		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		100		02-JUL-2019 00:00:00 35E DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		80		02-JUL-2019 00:00:00 35E 肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		9		02-JUL-2019 00:00:00 35C SMX-1010（仮称）の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0528試験研究費Ⅲ（ソフトウェア）		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		5		02-JUL-2019 00:00:00 35C 小型卓上X線線CT装置の開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3211		分計事固有Ａ		157A		201906		5		02-JUL-2019 00:00:00 35E 多機種によるエンジンオイル分析のアプリケーション開発		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		3		02-JUL-2019 00:00:00 35E メタボローム解析を中心としたオミックス解析技術の研究開発（阪大/島津イノベーション共同研究講座2019）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		3218		分計事固有Ｏ		157A		201906		2		02-JUL-2019 00:00:00 35E 大阪大学・島津分析イノベーション共同研究講座（2018年度）		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35C SMX-1000シリーズ手動操作ボックス用ジョイスティックの製造中止対応		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35C SMX-1000シリーズ手動操作ボックス用ジョイスティックの製造中止対応		１国内		157		販売 ハンバイ

		52試験研究費		0521試験研究費Ⅰ		4164		ＮＤＩＢＵ		157A		201906		0		02-JUL-2019 00:00:00 35C MTT160CLタンク改良検討		１国内		157		販売 ハンバイ





				海外　試験研究費 カイガイシケンケンキュウヒ								　

				単位：千円 タンイセンエン						　																																						実績ゼロ ジッセキ		実績ゼロ ジッセキ				実績ゼロ ジッセキ		実績ゼロ ジッセキ

												年・月度																																																																																																																↓

				部門 ブモン		製/販 セイハン		業種		内容		201410		201411		201412		201501		201502		201503		201504		201505		201506		201507		201508		201509		201510		201511		201512		201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		総計

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		AA-6800ｼﾘｰｽﾞの売上増のためのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ												20,000												12,898																																																																																																		32,898

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		UVｼﾘｰｽﾞの売上増のためのｺｽﾄﾀﾞｳﾝ																												13,000								6,000						2,076																																																																																21,076

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		中国市場向け小型ﾗﾏﾝ分光高度計の開発												13,776																																																																																																														13,776

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		中国市場向け水素化物発生装置ならびに水銀還元気化装置の開発		13,000										10,000						1,848		0																																																																																																						24,848

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		新興国市場向けAA-6880シリーズ英語版の開発																																		5,460		1,094																																																																																						6,554

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		環境市場におけるｽﾍﾟｸﾄﾛ製品の調査ならびに商品企画																																																13,000						935																																																																				13,935

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		改正中国RoHS対応の調査ならびに実現性検討																																																25,000						4,000				453																																																																29,453

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		中国向け水質測定ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの開発																																																16,000												2,084																																																														18,084

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		中国市場向け土壌分析診断ﾃﾞﾓ装置の開発																																																												12,453						3,586																																																								16,039

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		Flash Xeﾗﾝﾌﾟ搭載の分光光度計のための基礎検討																																																												19,858												2,233												10,649						1,655																																34,394

				RDC		製造費 セイゾウヒ		A		AA中級機の開発																																																																														22,600				16,508								13,176										4,815														8,283								65,382

				RDC		製造費 セイゾウヒ		B		LC-ICPMSの元素OMICSへの応用(ﾒｿｯﾄﾞの開発)																																																																																								6,841																																		6,841

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		GC Smart用ECD/FPD検出器開発(第Ⅰ期)		30,000				20,000						690				0																																																																																																										50,690

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		GC Smart用ECD/FPD検出器開発(第Ⅱ期)												15,000						5,550						0																																																																																																		20,550

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		GC Smart用ECD/FPD検出器開発(第Ⅲ期)																								30,000				268																																																																																														30,268

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		新製品立ち上げ(GC-2018)				2,127										0																																																																																																												2,127

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		GC Smart用ｼｽﾃﾑGC対応																														18,000						17,000						245																																																																																35,245

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		中国中級GC市場向けｷｬﾋﾟﾗﾘ専用GC装置の開発																																																16,000				32,000												637																																																										48,637

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		ｵﾝﾗｲﾝ大気中VOC成分分析の市場調査																																																12,000						420																																																																				12,420

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		GC-2030ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝｼｽﾃﾑの開発																																																						5,074																																																																				5,074

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		19ｲﾝﾁﾗｯｸ型GCの調査･要素研究																																																												19,957						20,169																																																								40,126

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		中国第13次五カ年計画におけるGC関連規制動向調査																																																												12,196																																																														12,196

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		GC改正中国RoHS対応（開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ）																																																																		7,177						2,962														7,958				13,842																																31,938

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		ｼｽﾃﾑGC改正中国RoHS対応（開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ）																																																																		8,976						3,356																								3,668																										16,000

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		低価格ｻﾝﾌﾟﾙﾁｭｰﾌﾞｺﾝﾃﾞｨｼｮﾅｰの開発																																																																												5,650		5,650		5,655																																										16,955

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		NexgenGC改良とｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ実現性検討																																																																																																																		976

				RDC		製造費 セイゾウヒ		C		SEG及びSAP向けGC-2010 Proの開発(開発委託先：SSL中国開発センタ)																																																																																																																		5,495

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		ｵﾝﾗｲﾝCOD計の開発		0				26,500						26,500				-26,500				0																																																																																																						26,500

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		ｵﾝﾗｲﾝCOD計の開発（第Ⅱ期）																26,500		26,500						27,000						25,905																																																																																												105,905

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		新製品の立ち上げ(NSA-3080A2)												10,000												7,140																																																																																																		17,140

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		中国向け新型煙道排ｶﾞｽ分析計の開発				18,000				5,350		0																																																																																																																23,350

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		燃焼排ｶﾞｽ中PM2.5の測定技術確立のための共同研究																		28,000						14,000												16,040												3,987																																																																										62,027

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		排ｶﾞｽ用ｵﾝﾗｲﾝVOC計のOEM製品評価												17,000												12,000		557				-2,566																																																																																												26,991

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		低損失除湿器の研究																																										10,000						5,000						5,029																																																																				20,029

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		FID式ｵﾝﾗｲﾝVOC計Phase①の開発																																				71,000						22,967						21,474																																																																										115,441

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		大気用TVOC計国家標準制定のための調査																																																12,000						1,455												2,033																																																								15,488

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		FID式ｵﾝﾗｲﾝVOC計BTX測定市場調査																																																						10,000								2,537																																																												12,537

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		ｵﾝﾗｲﾝTN計の市場調査																																																						10,000								2,537																																																												12,537

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		超ｸﾘｰﾝ排出規制対応排ｶﾞｽ分析計の開発																																																				36,000								7,250																																																														43,250

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		FID式VOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝ開発																																																												38,631						6,320						6,297												6,995																																						58,243

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		水質ｵﾝﾗｲﾝ計用新型８ﾎﾟｰﾄﾊﾞﾙﾌﾞの開発																																																																																				5,713						5,904																																11,617

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		改正中国RoHS対応の調査ならびに実現性検討																																																														4,860				4,256																																																								9,116

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		FID式VOC計19インチラック対応開発																																																																		38,321						2,328						25,651						24,516						6,259																																97,074

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		新型ｵﾝﾗｲﾝTP計の開発																																																																								25,010								780				540																																						26,330

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		大気VOC計用濃縮器の開発（予備研）																																																																																																2,022																										2,022

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		環境製品の改正中国RoHS対応																																																																																																13,999																										13,999

				RDC		製造費 セイゾウヒ		H		19ｲﾝﾁVOC計BTX測定ｵﾌﾟｼｮﾝの開発																																																																																																1,136												45,264														46,400

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		SIL-16単体販売のためのﾌｧｰﾑｳｪｱの改良およびｿﾌﾄｳｪｱの開発												5,187		0																																																																																																												5,187

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		新製品の立ち上げ(LC-16ｼﾘｰｽﾞ)				3,325				0								0																																																																																																										3,325

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		中国市場向けｾﾐ分取ｼｽﾃﾑの開発（第Ⅰ期）												61,712						0																																																																																																								61,712

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		中国市場向けｾﾐ分取ｼｽﾃﾑの開発(第Ⅱ期)																		30,000																																																																																																								30,000

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		中国市場向けｾﾐ分取ｼｽﾃﾑの開発(第Ⅲ期)																								31,180						30,000		1,955																																																																																										63,135

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		中国市場向けHPLCｶﾗﾑｵｰﾌﾞﾝCTO-16改良ﾓﾃﾞﾙ(CTO-16L)の開発																																				13,000						10,000						6,000						3,292																																																																				32,292

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		CTO-16Lの生産立ち上げ																																																10,000						5,000				5,000																																																																20,000

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		化学反応槽および食品安全分析ｼｽﾃﾑの開発																																																												19,957						20,169						20,097						20,252																																												80,474

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌの市場調査																																																												5,950																																																														5,950

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		LC改正中国RoHS対応の調査																																																																		8,960						3,350																																																		12,310

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		LC改正中国RoHS対応																																																																														8,475						8,187																																						16,662

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		ｵﾝﾗｲﾝ溶出試験用　溶出試験機の開発(OEM) (開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)																																																																																										5,527						5,412																										10,939

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		低価格ｲｵﾝｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ装置の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)																																																																																																14,764																		14,795								29,559

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		LabSolutions CS LIMS接続ｵﾌﾟｼｮﾝの機能強化																																																																																																																		1,762

				RDC		製造費 セイゾウヒ		L		CRB-40のｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ対応の開発(開発委託先：SSL中国開発ｾﾝﾀ)																																																																																																																		10,990

				RDC		製造費 セイゾウヒ		O		中国市場向けDCBIｲｵﾝ源による直接分析ﾃﾞﾊﾞｲｽのβ機												30,826																																																																																																														30,826

				RDC		製造費 セイゾウヒ		O		中国市場向けDCBIｲｵﾝ源による直接分析ﾃﾞﾊﾞｲｽのβ機開発						21,775						-27,295																																																																																																														-5,520

				RDC		製造費 セイゾウヒ		O		直接ｲｵﾝ化-MSを用いた食品残留農薬迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ開発の予備検討2																																																																																																								5,292																		5,292

				MSC		製造費 セイゾウヒ		O		LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ残留農薬Ver.3の開発																																																								6,180																																																																		6,180

				MSC		製造費 セイゾウヒ		O		LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発																																																												3,087																																																														3,087

		GADC		MSC		製造費 セイゾウヒ		O		SCCP(Short Chain Chlorinated Paraffin)分析メソッドの開発																																																						16,760																																																																				16,760

		GADC		MSC		製造費 セイゾウヒ		O		DCBI-MSを用いた迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発にあたり、適用可能な分野の範囲およびその市場性の調査と対象化合物測定の基礎検討																																																										5,800																																																																5,800

		GADC		MSC		製造費 セイゾウヒ		O		SFEによる食品中残留農薬の一斉分析法の開発(予備検討1:極性農薬のSFE部分での回収率低下の改善)																																																										6,800																																																																6,800

				MSC		製造費 セイゾウヒ		O		LC/MS/MSﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ ﾏｲｺﾄｷｼﾝの開発																																																																						3,033																																																				3,033

				SAP		製造費 セイゾウヒ		L		LabSolutions用LIMSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ強化版の開発																																																						14,957																																																																				14,957

				SAP		製造費 セイゾウヒ		L		LabSolutionsの機能改善および安定性強化																																																																																																						3,144				1,389																4,534

				SAP		製造費 セイゾウヒ		O		LCMSﾚﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ委託開発																				7,200				7,017						7,050												7,026																																																																																28,293

				SAP		製造費 セイゾウヒ		O		LCMSﾚﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ委託による改良																																																																																																6,330																										6,330

				SAP		製造費 セイゾウヒ		O		LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発																																																																																																5,361																										5,361

				SAP		製造費 セイゾウヒ		H		環境(P/N)ｾﾝｻｰの開発　NUS(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ大学) 共同研究開発(Phase1)																																																																								2,574								2,588				2,471								2,519				2,599																										12,752

				SAP		製造費 セイゾウヒ		O		LCMSﾚﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ委託による改良																																																																								8,378										8,242		1,974																																						18,593

				SAP		製造費 セイゾウヒ		O		LC/MS/MS ﾒｿｯﾄﾞﾊﾟｯｹｰｼﾞ　ｱｿﾞ化合物の開発																																																																																5,440				818																																						6,258

				SAP		製造費 セイゾウヒ		O		GC-MS/MS用薬毒物ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ「Smart Forensic Database Ver.2」の開発																																																																												215																																														215

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		LabSolutions Insight Quantの開発																																																				20,408		18,599		17,640				8,088																																																														64,735

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		LC/MS/MS用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発																																		59,619																																																																																								59,619

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		Open Solution 2.2の開発																														13,033																																																																																												13,033

		GADC		SEG		製造費 セイゾウヒ		O		CE-IVDDを目指した迅速病理診断システムの評価（パドバ大学）																																						2,076										1,876																																																																										3,951

		GADC		SEG		製造費 セイゾウヒ		O		新生児マススクリーニングにおける新規検査方法の開発																																								4,549																																																																																		4,549

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		InsightのLabSolutions DB/CS対応																																								24,740		19,658				9,657																																																																												54,055

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		LabSolutions Insight 2.0の開発																								52,932																																																																																																		52,932

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		LC/MS/MS用多検体多成分定量ｵﾌﾟｼｮﾝｿﾌﾄｳｪｱの開発																																																																																																																										0

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		PAL3の製品化																																																																																																																										0

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの要素技術開発																		28,913																																																																																																								28,913

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		定量用Open Solution GC/MSの開発																																																																																																																										0

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		LCMS-Q-TOF用ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｿﾌﾄｳｪｱの開発																																																																								22,136						44,245														11,918																														78,298

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		Biotage GB LimitedとのLC-TQアプリケーション開発																																																																								1,983																										1,710																								3,693

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		64bitﾃﾞｰﾀI/OﾓｼﾞｭｰﾙのGC/MS,LC向け改良																																																																11,636												11,147																																														22,783

		GADC		SEG		製造費 セイゾウヒ		O		肝細胞ガンを対象としたPESI-MS/CVMの欧州向けデータベースの構築（マリオネグリ研）																																																																								1,893														1,876																																				3,769

		GADC		SEG		製造費 セイゾウヒ		O		DPiMS-2020と機械学習の組み合わせによるバイオバンクサンプルの品質確認用スクリーニングシステム開発																																																																																																770																		735								1,505

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		LabSolutions Insight 3.3の開発																																																																																		23,562		24,062														10,347																								57,972

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		Open Solution Ver.3の開発																																																																																																				10,704		11,473																				22,177

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		LCMSﾌｧｲﾙ管理版ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝのｲﾝﾄﾞ重要顧客対応																																																																																																						10,350				10,772																21,123

		GADC		SEG		製造費 セイゾウヒ		O		肝細胞ガンを対象としたPESI-MSMS/SVM欧州向けデータベースの構築2018年度（マリオネグリ研究所との協業）																																																																																																								3,528																		3,528

				SEG		製造費 セイゾウヒ		U		免疫抑制剤測定ｷｯﾄを用いたSCLAM-2000の評価(ｲﾀﾘｱDesio病院 共同研究)																												7,019																																																																																														7,019

				SEG		製造費 セイゾウヒ		U		CLAM-2000の応用開発及び外部評価(SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 共同研究 第二期)																																																																				2,131																																																						2,131

		Alsachim SAS		SEG		製造費 セイゾウヒ		U		LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄの開発																																																																																										5,104																																5,104

		Alsachim SAS		SEG		製造費 セイゾウヒ		U		LC-MS/MS用免疫抑制剤分析ｷｯﾄのCE-IVD対応																																																																																										3,106																																3,106

				SEG		製造費 セイゾウヒ		U		英国UCLとの共同研究契約によるfNIRSｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝの開発																																																																																																		214				802		47		144								1,014								2,221

				SEG		製造費 セイゾウヒ		L		Nexera UCによるSFC-EI-MSｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ要素技術開発																																																																														2,981						5,407																																						8,388

				SEG		製造費 セイゾウヒ		O		LabSolutions Insight GCMS ワークフロー改良																																																																																																																		10,745

		GADC		SEG		製造費 セイゾウヒ		O		SFC/MS/MSによる脂質メディエーター分析法の要素技術検討																																																																																																																		7,717

		GADC		SSI		製造費 セイゾウヒ		L		i－Seriesマリファナ中の有効成分の定量およびカビ毒スクリーニング用メゾットの開発																														3,720								3,720				6,710																																																																																14,150

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		Nexera-i (LC-2040C/C 3D)のﾒｿｯﾄﾞﾄﾗﾝｽﾌｧｰｼｽﾃﾑの開発																																				3,330																																																																																						3,330

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		ｵﾝﾗｲﾝSFE/SFC-MS/MSの土壌分析への応用検討																																																8,153						3,209																																																																				11,362

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		多検体ｾﾐ分取LCｼｽﾃﾑの開発「ﾘｷｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾗｰおよびｶﾗﾑｵｰｶﾞﾅｲｻﾞｰの開発」																																				2,536						2,536						4,524						4,858																																																																				14,453

				SSI		製造費 セイゾウヒ		O		ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応																																				7,000																																																																																						7,000

				SSI		製造費 セイゾウヒ		C		SSI向けLNG分析用ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ開発																																										8,172						4,800																																																																										12,972

				SSI		製造費 セイゾウヒ		C		微量水分測定ｼｽﾃﾑのｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ取得及び拡販																																																																																														6,684		5,888																										12,572

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		i-Series(LC-2030C)の検出器無しﾓﾃﾞﾙ開発																								4,918																																																																																																		4,918

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		LabSolutionsの顧客要望対応による改良																																										730																																																																																730

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		Nexera、ProminenceｼｽﾃﾑおよびLC-2030のOEM対応																2,462																																																																																																										2,462

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		多検体ﾌﾗｸｼｮﾝｺﾚｸﾀｰとLabSolutionsの開発																								2,520																																																																																																		2,520

				SSI		製造費 セイゾウヒ		O		GC/MS(/MS)用Smart Pesticides Database Ver.2の開発																																																4,355																																																																										4,355

				SSI		製造費 セイゾウヒ		O		ﾊｲｽﾙｰﾌﾟｯﾄ分析用ｲｵﾝ化ｿｰｽLDTDの島津対応																																										3,500																																																																																3,500

				SSI		製造費 セイゾウヒ		O		次期GCMS開発のための予備研究開発 -EPAを中心とした規制対応で必要な機能と競合GCMSの調査-																																																												3,335						3,365																																																								6,700

				SSI		製造費 セイゾウヒ		O		ASTM標準化に向けたPCB/農薬分析用GC-MS/MSﾒｿｯﾄﾞの開発																																																																																										5,961																																5,961

				SSI		製造費 セイゾウヒ		O		新しいｿﾌﾄｲｵﾝ化法の開発																																																																																																8,935								2,689										6,594								18,218

				SSI		製造費 セイゾウヒ		O		ﾄﾘﾌﾟﾙ四重極型質量分析計を用いた食品ｱﾚﾙｷﾞｰMRMﾗｲﾌﾞﾗﾘの開発																																																																																																								5,067																		5,067

				SSI		製造費 セイゾウヒ		C		SSIｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝｾﾝﾀｰにおける水分析GCｼｽﾃﾑの実現性検討																																																																		7,740																																																								7,740

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		i-Seriesタイムプログラム機能改良																																																																								1,294																																																		1,294

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		ｵﾝﾗｲﾝSFE-SFCのﾒｿｯﾄﾞ最適化のための系統的研究と実試料への応用																																																																														6,280						4,860						4,941						3,944																										20,025

				SSI		製造費 セイゾウヒ		L		分取SFCｼｽﾃﾑの開発(SW)																																																																																														21,639		16,526																										38,166

				SSI		製造費 セイゾウヒ		O		SPMEコーティングPESI探針の有用性評価（カナダ・Waterloo大学との共同研究）																																																																																																																		3,482

				RDC		販売費 ハンバイヒ		H		オンラインCOD計の開発　　　　　														359		449		269		177,007																																																																																																						178,084

																																																																																																																																				0

		GADC		MSC		販売費 ハンバイヒ		O		SFEによる食品中残留農薬の一斉分析法の開発(予備検討1:極性農薬のSFE部分での回収率低下の改善)																																																																														6,800																																												6,800

		GADC		MSC		販売費 ハンバイヒ		O		DCBI-MSを用いた迅速ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑの開発にあたり、適用可能な分野の範囲およびその市場性の調査と対象化合物測定の基礎検討																																																																160		5,800																																																								5,960

		GADC		MSC		販売費 ハンバイヒ		O		SCCP（Short Chain Chlorinated Paraffin）分析ﾒｿｯﾄﾞの開発																																																										120		16,760																																																														16,880

																																																																																																																																				0

																																																																																																																																				0

				総計		総計						43,000		23,452		68,275		5,350		0		183,396		359		2,911		121,080		184,207		0		201,605		557		20,287		95,141		1,955		65,079		137,000		5,796		29,289		93,620		0		9,657		164,168		0		88,408		103,588		23,820		18,173		169,604		9,934		12,433		136,872		2,131		3,033		103,889		0		17,012		142,934		14,464		48,312		96,193		9,834		6,841		65,475		14,437		28,323		91,353		12,271		15,519		25,770		16,623		12,306		45,264														2,822,419

								業種別集計 ギョウシュベツシュウケイ				201410		201411		201412		201501		201502		201503		201504		201505		201506		201507		201508		201509		201510		201511		201512		201601		201602		201603		201604		201605		201606		201607		201608		201609		201610		201611		201612		201701		201702		201703		201704		201705		201706		201707		201708		201709		201710		201711		201712		201801		201802		201803		201804		201805		201806		201807		201808		201809		201810		201811		201812		201901		201902		201903		201904		201905		201906		201907		201908		201909		総計

		RDC		RDC		製造費 セイゾウヒ		A				13,000		0		0		0		0		43,776		0		0		1,848		0		0		12,898		0		13,000		0		0		5,460		7,094		0		0		2,076		0		0		54,000		0		0		4,935		0		453		34,395		0		0		3,586		0		0		2,233		0		0		22,600		0		16,508		10,649		0		0		14,831		0		0		0		0		4,815		0		0		0		0		0		0		8,283		0		0		0		276,439

		RDC				製造費 セイゾウヒ		B				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,841		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,841

		RDC				製造費 セイゾウヒ		C				30,000		2,127		20,000		0		0		15,690		0		0		5,550		0		0		30,000		0		268		18,000		0		0		17,000		0		0		245		0		0		28,000		0		32,000		5,494		0		0		32,152		0		637		36,322		0		0		6,317		0		5,650		5,650		5,655		0		0		7,958		0		13,842		0		0		3,668		0		0		0		0		0		0		0		0		6,471		0		0		0		322,225

		RDC				製造費 セイゾウヒ		H				0		18,000		26,500		5,350		0		53,500		0		0		54,500		0		0		60,140		557		0		23,339		0		0		87,040		0		0		32,967		0		0		42,461		0		36,000		26,484		0		0		45,881		9,934		0		50,930		0		0		33,635		0		0		25,651		780		0		37,764		0		0		12,163		0		0		17,156		0		0		0		0		0		45,264		0		0		0		0		0		0		745,995

		RDC				製造費 セイゾウヒ		L				0		3,325		0		0		0		66,899		0		0		30,000		0		0		31,180		0		0		30,000		1,955		0		13,000		0		0		10,000		0		0		16,000		0		0		8,292		0		5,000		25,907		0		0		29,129		0		0		23,447		0		0		28,727		0		0		8,187		0		0		5,527		0		0		20,177		0		0		0		0		0		0		0		0		27,548		0		0		0		371,547

		RDC				製造費 セイゾウヒ		O				0		0		21,775		0		0		3,531		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,292		0		0		0		0		0		0		0		0		30,598

		RDC				製造費 セイゾウヒ		計 ケイ				43,000		23,452		68,275		5,350		0		183,396		0		0		91,898		0		0		134,218		557		13,268		71,339		1,955		5,460		124,134		0		0		45,288		0		0		140,461		0		68,000		45,205		0		5,453		138,335		9,934		637		119,966		0		0		65,632		0		5,650		82,628		6,435		16,508		56,600		7,958		6,841		46,363		0		0		41,001		0		4,815		0		5,292		0		45,264		0		0		42,302		0		0		0		1,753,644

		RDC				販売費 ハンバイヒ		H				0		0		0		0		0		0		359		449		269		177,007		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		178,084

		RDC						製造販売合計 セイゾウハンバイゴウケイ				43,000		23,452		68,275		5,350		0		183,396		359		449		92,167		177,007		0		134,218		557		13,268		71,339		1,955		5,460		124,134		0		0		45,288		0		0		140,461		0		68,000		45,205		0		5,453		138,335		9,934		637		119,966		0		0		65,632		0		5,650		82,628		6,435		16,508		56,600		7,958		6,841		46,363		0		0		41,001		0		4,815		0		5,292		0		45,264		0		0		42,302		0		0		0		1,931,728

		MSC		MSC		製造費 セイゾウヒ		O				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,760		6,180		12,600		3,087		0		0		0		0		3,033		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		41,660

		MSC				販売費 ハンバイヒ		O				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		120		16,760		0		160		5,800		0		0		0		0		0		6,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		29,640

		MSC						製造販売合計 セイゾウハンバイゴウケイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		16,760		6,180		12,720		19,847		0		160		5,800		0		3,033		0		0		0		6,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		71,300

		SAP		SAP		製造費 セイゾウヒ		L				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		14,957		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		3,144		0		1,389		0		0		0		0		0		0		0		19,491

		SAP				製造費 セイゾウヒ		O				0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,200		0		7,017		0		0		7,050		0		0		0		0		0		7,026		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,378		0		215		0		5,440		8,242		2,792		0		0		0		0		0		11,691		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		65,050

		SAP				製造費 セイゾウヒ		H				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,574		0		0		0		2,588		0		2,471		0		0		0		2,519		0		2,599		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12,752

		SAP						製造販売合計 セイゾウハンバイゴウケイ				0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,200		0		7,017		0		0		7,050		0		0		0		0		0		7,026		0		0		0		0		0		14,957		0		0		0		0		0		0		0		0		10,952		0		215		0		8,028		8,242		5,263		0		0		0		2,519		0		14,289		0		0		3,144		0		1,389		0		0		0		0		0		0		0		97,293

		SEG		SEG		製造費 セイゾウヒ		L				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,981		0		0		5,407		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,388

		SEG				製造費 セイゾウヒ		O				0		0		0		0		0		0		0		0		28,913		0		0		52,932		0		0		13,033		0		59,619		0		2,076		29,289		19,658		0		9,657		1,876		0		20,408		18,599		17,640		0		8,088		0		11,636		0		0		0		26,012		0		11,147		44,245		0		23,562		24,062		1,876		0		0		11,918		0		770		12,057		10,704		21,824		3,528		10,772		0		0		0		19,196		0		0		0		496,634

		SEG				製造費 セイゾウヒ		U				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,019		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2,131		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,210		0		0		0		214		0		802		47		144		0		0		0		1,014		0		0		0		19,582

		SEG						製造販売合計 セイゾウハンバイゴウケイ				0		0		0		0		0		0		0		0		28,913		0		0		52,932		0		7,019		13,033		0		59,619		0		2,076		29,289		19,658		0		9,657		1,876		0		20,408		18,599		17,640		0		8,088		0		11,636		0		2,131		0		26,012		0		11,147		47,226		0		23,562		29,469		1,876		0		8,210		11,918		0		770		12,271		10,704		22,626		3,575		10,917		0		0		0		20,210		0		0		0		524,604

		SSI		SSI		製造費 セイゾウヒ		L				0		0		0		0		0		0		0		2,462		0		0		0		7,438		0		0		3,720		0		0		5,866		3,720		0		9,976		0		0		12,676		0		0		8,067		0		0		0		0		0		0		0		0		1,294		0		0		6,280		0		0		4,860		0		0		4,941		0		21,639		20,470		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		113,409

		SSI				製造費 セイゾウヒ		O				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		7,000		0		0		3,500		0		0		4,355		0		0		0		0		0		3,335		0		0		3,365		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		5,961		0		0		8,935		0		0		0		7,756		0		0		0		0		10,076		0		0		0		50,800

		SSI				製造費 セイゾウヒ		C				0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		8,172		0		0		4,800		0		0		0		0		0		0		0		0		7,740		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6,684		5,888		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		33,285

		SSI						製造販売合計 セイゾウハンバイゴウケイ				0		0		0		0		0		0		0		2,462		0		0		0		7,438		0		0		3,720		0		0		12,866		3,720		0		21,648		0		0		21,832		0		0		8,067		0		0		3,335		0		0		11,106		0		0		1,294		0		0		6,280		0		0		4,860		0		0		10,902		0		28,323		35,293		0		0		0		7,756		0		0		0		0		10,076		0		0		0		197,494

												43,000		23,452		68,275		5,350		0		183,396		359		2,911		121,080		184,207		0		201,605		557		20,287		95,141		1,955		65,079		137,000		5,796		29,289		93,620		0		9,657		164,168		0		88,408		103,588		23,820		18,173		169,604		9,934		12,433		136,872		2,131		3,033		103,889		0		17,012		142,934		14,464		48,312		96,193		9,834		6,841		65,475		14,437		28,323		91,353		12,271		15,519		25,770		16,623		12,306		45,264		0		0		72,587		0		0		0		2,822,419

												0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		-72,587		0		0		0		0

																								830,181																						あ		706,123																								587,205																								344,016																								2,895,007
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FY 2020 Net Sales: 248.6 Billion Yen (Outer Ring)
FY 2014 Net Sales: 192.6 Billion Yen (Inner Ring)

Sales Ratio 
of Key 
Models

Key ModelsOther

Instrument Aftermarket

Aftermarket 
Ratio

Europe

By Region

Japan

Other Asian 
countries

Americas

China

Other

Healthcare
Other

By Market

Industry

Academia &
government

I. Overview of Analytical & Measuring Instruments Business — 2/4
2) Breakdown of Net Sales 
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		その他 タ		1129
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Pharmaceuticals & Life Sciences

Environment/Energy Materials

New New

New New New New

TNP-4200
On-Line Total 

Nitrogen and Total 
Phosphorus 

Analyzer

ICPMS-2030
ICP Mass 

Spectrometer

AXIS ULTRA2
Photoelectron 
Spectrometer AUTOGRAPH AGX-V

Tabletop Universal 
Tester

New

TOC-1000e
On-Line TOC 
Analyzer for 

Purified Water

EDX-7200
Energy Dispersive 

X-Ray 
Fluorescence 
Spectrometer

AP225W-AD 
Electronic Balance

Xslicer SMX-
1010/1020

Microfocus X-Ray 
Inspection 

System

SPM-Nanoa
Scanning Probe 

Microscope/
Atomic Force 
Microscope

LC-Raman 
System

New

E484A Primer/Probe Set for 
COVID-19 Variant (Omicron) 

Detection

Amyloid MS CL
System for Measuring 

Amyloid Peptides in Blood

New

New

New Nexera Series
Ultra High Performance 

LC System

LC-2050/2060
Integrated High-

Performance Liquid 
Chromatograph

LCMS-8060NX
Mass Spectrometer LCMS-9030 (Q-TOF)

Mass Spectrometer

Nexis GC-2030
Gas Chromatograph

Nexera XS inert
Ultra High Performance 
Liquid Chromatograph

Amprep
Analyte Pretreatment 

System

I. Overview of Analytical & Measuring Instruments Business — 3/4
3) Product Portfolio 

Compact SQMS
LCMS-2050

New
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Pharmaceuticals and Life Sciences

Environment/Energy Materials

eTOC series 
model that offers 
a small size, light 

weight, high 
sensitivity, and 

mercury-free 
design.

Enables high-speed 
high-sensitivity 

analysis of 
hazardous elements 
in electronic parts or 

impurities in 
pharmaceuticals.

Mid-range SPM 
model that offers 

automated 
operability and 

high throughput.TOC-1000e
On-Line TOC 
Analyzer for 

Purified Water

EDX-7200
Energy 

Dispersive X-Ray 
Fluorescence 
Spectrometer

High-end series 
with greater 

convenience, 
such as automatic 

doors and 
touchless sensors.AP225W-AD 

Electronic Balance
Xslicer SMX-

1010/1020
Microfocus X-Ray 
Inspection System

SPM-Nanoa
Scanning Probe 

Microscope/
Atomic Force 
Microscope

Offers easier 
operability, faster 
examinations, and 
a pay-as-you-go 
service plan for 
the X-ray tube.

Nexera XS inert
Ultra High Performance 
Liquid Chromatograph

Amyloid MS CL System for Measuring 
Amyloid Peptides in Blood

Accurately 
analyzes 

Alzheimer’s 
disease biomarker 

from a small 
quantity of blood.

Flow lines made 
of metal-free 

materials.
New LC model 

with high acid and 
base resistance.

Helps increase 
PCR testing 
efficiency by 

rapidly processing 
multiple analytes 
to achieve high 

throughput.

Enables efficient 
screening in 

combination with 
core kit for 

COVID-19 variant 
detection.

E484A Primer/Probe Set for 
COVID-19 Variant (Omicron) 

Detection

Amprep Analyte 
Pretreatment System

I. Overview of Analytical & Measuring Instruments Business — 4/4
4) New Products in FY 2021 

Compact SQMS
LCMS-2050

Compact MS 
combining with 
the usability of 

LC detector 
and high 

performance
of MS.

New
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II. Growth Strategies for Analytical & 
Measuring Instruments Business

Ⅱ. Growth Strategies for Analytical & 
Measuring Instruments Business
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Taking on New Challenges to Achieve Additional Growth
1) DX :Accelerate digital transformation measures that promote business.
2) Market Strategies :Measures in core fields—Healthcare, materials, environmental, and foods

Measures in key regions outside Japan—China, North America, and Europe
3) Product Strategies :Expand/improve key models, offer systems for automating analysis, and expand/improve 

consumables and reagent product lines.
4) R&D Strategies :Prepare global development capabilities and strengthen software development.

Growth 
Strategies

Area Business Fields Challenges in Society Issues Addressed by Shimadzu

Human 
health

Pharmaceutical
Life science

Clinical

• Developing new revolutionary drugs, such as 
oligonucleotide therapeutics and antibody drugs

• Strengthening infectious disease countermeasures
• Promoting healthcare that is efficient for addressing 

aging society
• Promoting preventive healthcare

 Drug discovery support
 Cellular analysis
 Infectious disease testing and therapeutic drug 

development support
 Diagnosis and treatment support

Global 
environment

Materials & chemicals
Environment

• Promoting carbon neutrality
• Transitioning to electric vehicles and aircraft

 Support for developing new high-performance 
batteries and lighter materials

 Support for alternative and renewable energy 
development

Safety and 
security

Foods
Forensics (academia)

• Improving the safety of foods
• Stronger countermeasures for illegal drugs and 

doping

 Analysis of residual pesticides and regulated 
substances

 Accurate analysis of increasingly complex 
illegal/regulated chemicals

D
ep

lo
ym

en
t 

(M
ed
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m
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er

m
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ag

em
en

t P
la

n)
II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 1/16

1) Growth Strategies and their Deployment 



2022 Analytical & Measuring Instruments Business Presentation Materials 12

Automate/Improve 
Labor Efficiency

By using networking and software 
technology, automate and reduce labor 
requirements of analytical processes 
from pretreatment to after amalysis.

Give instrument technical 
presentations and meet customers 
remotely.

Remote Presentations and 
Meetings

Remote 
presentations/

meetings

Automate 
analytical 
processes

Expand 
aftermarket 
business

2) Inquiries/ 
sales leads

3) Orders/sales

4) Service/support

5) Replacement 
demand

1) New 
demand

Provide the latest 
information as 

appropriate

M2M Remote Services

Minimize downtime by anticipating the need for 
instrument maintenance based on remote 
diagnostics and providing maintenance at the 
optimized timing.

Provide information as needed 
via websites, emails, or 
personal web pages.

Digital Marketing

Customer Journey DX Model

Survey customer 
satisfaction level

Update the DX model 
whenever appropriate

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 2/16
2) DX Model for Analytical & Measuring Instruments Business 
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3) Measures in Core Fields

3) Measures in Core Fields
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<Plants>

Sustained Market Growth
Market size is about $66 billion (2020) and expected CAGR is about 5 % 
(2020 to 2025)

1. Pharmaceuticals: Deploy measures for oligonucleotide therapeutics
and strengthen measures for CRO/CDMO.

2. Increase laboratory productivity:
Deploy analysis automation systems.

3. Life sciences : Offer cellular analysis solutions.
4. Clinical : Deploy measures in infectious disease, Alzheimer’s, 

and cancer fields.
5. Carbon neutrality
6. Materials : Contribute to developing new materials and 

promoting EVs.

<Lab>

Healthcare R&D Center (Kyoto) Technology Research Laboratory (Keihanna City) Tokyo Innovation Center (scheduled to open in Oct. 2022)

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 3/16
Analytical Instrument Market Growth and Shimadzu Business Deployment 
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Accelerate Measures for Oligonucleotide Therapeutics Considered Middle Molecules
—Build and Offer Comprehensive Solutions for R&D of Oligonucleotide Therapeutics—

1) Instruments: Build high-end systems, mainly for LC, LC/MS, or pretreatment.
2) Columns/software: Promote partnering with specialized companies to offer a broad range of 

solutions, such as specialized columns and data analysis software.

Growth 
Strategies in 
Oligonucleotide 
Therapeutics 
Field

Automate data analysisPosttreatmentPretreatmentTest planning and execution Analysis

• Decide analysis priority order.
• Specify pretreatment settings, 
etc.

• Automate loading samples. • Analyze and post-treat samples 
automatically.

• Analyze data from analysis 
results automatically.

Experiment protocol 
management software

Robotic pretreatment system LC and LC/MS Preparative 
purification system

AI-based data analysis software

Deploy Measures in Oligonucleotide Therapeutics Field

+

Oligonucleotide therapeutics are a third type of drug, following small-molecule drugs and antibody drugs. They are manufactured by chemical synthesis with a nucleotide backbone. Due to 
their ability to target specific molecules inside cells, such as RNA or mRNA molecules, oligonucleotide therapeutics are being researched and developed in an effort to create revolutionary 
drugs for cancers and genetic disorders. Their ability to be administered orally is another key characteristic.

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 4/16
1. Pharmaceuticals — 1/3: Oligonucleotide Therapeutics (1) 
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New LC System for Oligonucleotide Therapeutics Development
• Middle molecule oligonucleotide therapeutic drugs are actively being researched and developed as the 

next generation of drugs, following conventional small molecule drugs and high molecule antibody drugs.
Small molecules have a weight less than 500, middle molecules have a weight between 500 and 2,000, and high molecules have a 
weight around 150,000.

• Provides highly reliable data by inhibiting adsorption or residues in analytical flow channels required for 
separating and analyzing biological samples and also by eliminating rust concerns for acidic solutions.

• In addition to applications for oligonucleotide therapeutics and antibody drugs, also offer the system for 
analyzing chemicals and functionally-enhanced foods.

New Product
launched in 
Feb. 3, 2022

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 5/16
1. Pharmaceuticals — 2/3: Oligonucleotide Therapeutics (2) 

Ultra High Performance Liquid Chromatograph
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Ultra-Fast Multianalyte Processing LC/MS System for CRO & CDMO Use
• This ultra-fast multianalyte analysis system is intended for CRO and CDMO that analyzes large 

volumes of samples.
• It was jointly developed at the US Innovation Center in partnership with a major contract 

analysis company and was commercialized for CRO and CDMO needs.
• Enables multianalyte processing for maximizing MS system utilization rates, without 

sacrificing sensitivity or accuracy levels.
• Configured with multiple LC units and one MS unit, the system can achieve high throughput 

rates and increase customer productivity by continuous uninterrupted analysis of samples.

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 6/16
1. Pharmaceuticals — 3/3: CRO and CDMO

CRO (Contract Research Organization)
CROs are companies specialized in conducting specific development, testing, or 
application processes mainly for pharmaceuticals on a contract basis.

CDMO (Contract Development and Manufacturing Organization)
CDMOs are companies specialized in performing a broader range of pharmaceutical 
processes, such as developing drugs, manufacturing investigational new drugs, or 
commercial production.
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Build Advanced Systems for Automating Pretreatment Processes Essential for Analysis
—Improve Laboratory Labor Efficiency and Contribute to Increasing Analytical Productivity and Safety—
1) Develop a system for performing laboratory experiments autonomously (Autonomous Lab) 

using robotic, digital, and AI technologies.
2) Expand/improve robotic pretreatment systems.
3) Build a flexible system that is compliant with international OPC UA standards for automation 

and standardization.

Growth 
Strategies for 
Analysis 
Automation

<Automatic Pretreatment>

+
Current Instruments

• Automatic pretreatment system
• Nucleic acid extraction system
• Liquid handler
• Analytical network system

Newly Developed Instruments

• Inter-instrument conveying system: Increases continuous analysis capacities.
• Dedicated pretreatment system
• Robotic pretreatment system
• Pretreatment modules: A variety of modules for customer needs

<Autonomous Lab>
• Develop an autonomous lab system for smart cells (artificially produced cells) and start demonstration 

experiments at the Kobe University biofoundry (photographs).
• Promote the autonomous lab system in growth fields, such as biotech, pharmaceuticals, and new 

materials.

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 7/16
2. Analysis Automation Systems 
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Build a Combined Data Analysis Platform for Cells
—Combination of LC/MS, ICP/MS, and Other Existing Analytical Instruments with New Technologies, Such as 

Culture Medium Manufacturing and Data Analysis Software Technologies—
1) Culture media manufacturing technology: Contribute to improving customer cell production by partnering with specialized 

companies to engage in customizing culture media based on core culture media 
manufacturing technologies.

2) Data analysis software: Partner with a startup company that has advanced expertise to jointly develop new software that 
uses AI to optimize culturing parameters and collect data.

Growth 
Strategies 
for Cellular
Analysis

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 8/16
3. Cellular Analysis Solutions 

AnalysisCulture Medium Manufacturing Data Acquisition

Contribute to improving 
customer cell production by 
offering culture media for a wide 
variety of customer needs.



2022 Analytical & Measuring Instruments Business Presentation Materials 20

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 9/16
4. Clinical — 1/4: Infectious Diseases (1) 

Pr
od

uc
ts

Virus Testing

C
re

at
in

g 
Sy

st
em

s

Help Establish PCR Testing 
Centers

(In Universities/Companies)

PCR Testing Reagent
Also detects omicron and 

other variants. Analysis results

Testing Data Management System

PCR Testing System Linked to 
Electronic Medical Records

 Automatically sends patient information and 
examination/test results and prints barcodes.

 Sends information entered in electronic medical 
records to the PCR testing system and 
executes the PCR test.

 Sends test results to electronic medical records.

Predicting and Determining
Spread of Infection

Geriatric nursing 
homes, hospitals, etc.

Infected person

Wastewater 
treatment plant

Status of Infection 
Spread

Am
ou

nt
 o

f V
iru

s

Date/Time

PCR Testing System

Sewer Water Monitoring

LC/MS
Virus testing and severity 

prediction

MALDI-TOF/MS
Rapid virus testing

Illustration of Novel Coronavirus

N-protein

S-protein

M-protein

E-protein

Gene
(Created based on National Institute of Infectious 
Diseases website and other sources)

Virus proteins

Energy metabolites

Inflammatory metabolites

Virus genomes

Variants Analysis
Whole-genome 

sequencing
PCR/pretreatment Whole-genome sequencing
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In order to start monitoring sewer water for COVID-19 (SARS-CoV-2) and other infectious diseases 
in society as soon as possible, on January 20, 2022 Shimadzu Corporation and Shionogi & Co., 
Ltd. established a joint business organization for the sewer water monitoring business.

• Company name: AdvanSentinel Inc.
• Capital investment ratio: Shimadzu Corporation 50 % and 

Shionogi 50 %
• Main business: Risk management of public health using sewer 

water monitoring (Refer to figure to the right.)

Step by Step
1) Establish the system in society as soon as possible as a 

countermeasure for COVID-19 infections.
2) Quickly establish a system to be prepared in case another 

pandemic is predicted (early alert system).
3) Expand the scope of the sewer water monitoring and 

expand/improve the list of various infectious diseases, 
chemicals, and other substances monitored.

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 10/16
4. Clinical — 2/4: Infectious Diseases (2) 

Samples are either nasopharynx 
swab solution or saliva solution.

PCR Testing for Individuals Sewer Water Monitoring

Manhole Wastewater 
treatment plant Water sample

Local government, 
facility, etc.

Acquire water 
sample

Report 
results

Analysis

Supplements PCR testing for individuals
The sewer water sample from a facility, 
wastewater treatment plant, or other source, is 
used to gauge the risk of a particular group.
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Achieve a Healthy Life Cycle by Deploying Mass Spectrometry Technology in Clinical Fields
Apply accurate simultaneous multianalyte analysis for clinical applications.
Offer solutions for each stage of Alzheimer’s Ultra-early screening, diagnosis, treatment, and prognosis.

Growth 
Strategies for 
Clinical 
Fields

Diagnosis Treatment Prognosis Management 
and PreventionUltra-Early Diagnosis

Alzheimer’s 
disease drug 

discovery

MS analysis 
of amyloids 

in blood
MCI 

screening
Functionally
-enhanced 

foods

Brain 
function 

measurement

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 11/16
4. Clinical — 3/4: Alzheimer’s Disease 

・Create new certification 
standards for functionally-
enhanced foods.

・Develop method 
packages or pretreatment 
methods.

・Deploy globally.

Accumulate time-series data 
from large cohort 
intervention studies and 
establish scientific evidence.

Food/Beverage Companies
New development of 
functionally-enhanced foods

Agricultural Institutions
New techniques for food 
analysis

NARO-Shimadzu Laboratory
—NARO Shimadzu Kyoto Laboratory for Food Innovation—

Build a Comprehensive System for 
Differentiating Dementia Levels

North America: 
Partner with a major clinical 
testing company and 
implement license business 
for amyloid MS analysis 
method.

Japan: Achieve insurance coverage 
for amyloid MS analysis 
method and implement 
license business for clinical 
testing institutions.

National Institutes for 
Quantum and Radiological 
Science and Technology

Tokyo Metropolitan 
Geriatric Medical 
Center
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Accelerate R&D
Disease, etc. R&D Topic Overview Joint Development Partner

Accelerate Research and Development

Cancer

Early screening of multiple cancers, 
such as colon and breast cancers

Develop methods using GC/MS and LC/MS (triple 
quadrupole) based on metabolomic analysis for 
detecting cancers at an ultra-early stage.

Hyogo College of Medicine

Biomarkers for cancer 
immunotherapy

Identifies antibody drug biomarkers by cancer 
immunotherapy using Shimadzu nSMOL method for 
measuring concentrations in blood.

Providence Cancer Institute in the U.S.

Depression Depression biomarkers
Develop an early diagnosis system based on a 
combination of depression biomarkers in blood and 
contents of patient interview.

Kyushu University Hospital

Therapeutic Drug 
Monitoring (TDM) TDM platform

A reagent kit is used to collect a blood sample at 
home and send it to a hospital for LC/MS inspection 
of efficacy/adverse effects.

Jichi Medical University

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 12/16
4. Clinical — 4/4: Cancer, Depression, and TDM 
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1) NEDO Green Innovation Fund
Promote compliance with new environmental regulations through advancements in existing 
technologies and collaboration.

2) Participate in a Biofoundry
Establish methods for evaluating various materials and products using biological raw 
materials.

Growth 
Strategies 
for Carbon 
Neutrality

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 13/16
5. Carbon Neutrality 

Green Innovation Fund Utilization

Green Innovation Fund (2 Trillion Yen Total)
Newly established by NEDO to achieve carbon neutrality by 2050

•Specifications and standards for techniques used to burn 
and manage fuel ammonia

•Method for measuring CO2 absorption and evaluating the 
strength of CO2 absorbing concrete

Gas Chromatograph

•Evaluation of materials in liquid hydrogen 
environment

•Specifications and standards for methane 
synthesized by methanation

Biofoundry Participation

Joint Operation with Bacchus Bio innovation, Japan’s First 
Biofoundry Company
Develop various methods and standards for evaluating plastics and other 
products made with biological raw materials used as a substitute for 
petroleum-based raw materials.

Build an automated and integrated platform that 
consolidates in one place the various technologies, 
knowledge, instruments, and other things needed for 
manufacturing with microorganisms.

Bioinformatic analysis
Design

Genome editing
Build

Production efficiency 
evaluation

Test

Machine learning
Learn
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1) Build an analytical data platform that supports new material development.

2) Develop technologies and offer systems that contribute to developing and 
evaluating the safety of mechanical parts in order to promote EVs.

Growth 
Strategies 
for the 
Materials 
Field

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 14/16
6. Materials: Develop New Materials and Contribute to Promoting EVs 

Build a Common Format for All Analytical Data

Raman 
Spectrophotometer

Combined Measuring System

Utilize archived data GC/MS GC

LC LC/MS

FTIR

SPMShared data format 
(JIS standard)

Partner for JIS 
standard project

Hitachi High-Tech
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4) Measures in the U.S., EU, China, and Asia

4) Measures in the U.S., EU, China, and Asia
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• Pharmaceuticals: 
Promote joint development projects 
with customers and offer unique 
solutions to major pharmaceutical and 
academia customers.

• Clinical: 
Develop a new mass spectrometry-
based immunotherapy method with the 
Providence Cancer Institute and 
promote joint operations for amyloid 
beta analysis with a clinical testing 
company.

• Environmental: 
Respond to demand for analyzing 
regulated per- and polyfluoroalkyl 
substances (PFASs), lithium-ion 
batteries, etc.

• Pharmaceuticals: 
Strengthen networking and software 
development for India and develop new 
demand in Southeast and South Asia.

• Clinical: 
Deploy the neonatal screening 
business and promote the reagent 
business with recurring revenues.

• Food safety: 
In response to the deployment of the 
new JIS method outside Japan by the 
Japanese Ministry of Agriculture, 
Forestry and Fisheries, propose the 
analytical method to the Thailand 
National Science and Technology 
Development Agency.

Deploy the development results achieved at Innovation Centers in the U.S., Germany, and 
Singapore and develop new demand in respective regions.

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 15/16
1. Measures in the U.S., EU, China, and Asia: U.S., EU, and Asia 

 Deploying Business in 
the U.S.

 Deploying Business in 
Asia

• Clinical: 
Deploy analytical solutions for IVDR (In 
Vitro Diagnostic Medical Device 
Regulation)

• Pharmaceuticals: 
In addition to pharmaceutical and CRO 
customers, also expand deployment of 
preparative SFC and other advanced 
solutions to large pharmaceutical 
companies.

• Environmental: 
Offer GC or other solutions for clean gas 
analysis, offer solutions for achieving 
carbon-neutrality, and offer new GC 
application software or other solutions to 
lithium-ion companies and others.

 Deploying Business in 
the EU
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Respond to Increasingly Sophisticated Customer Needs and Offer 
Comprehensive Added Value for Analytical Instruments

— Strengthen and Complete All Functions in China, including Marketing,
Development, Manufacturing, Sales, and Aftermarket —

1) Develop and manufacture high-end products in China in response to incentives for domestic products.
2) Promote joint development: Establish a new innovation center organization for promoting joint research 

and development with Chinese companies and academic institutions.
3) Actively respond to demand for compliance with China-specific pharmaceutical, food, and environmental 

regulations.
4) Expand the aftermarket business.

Growth 
Strategies 
in China

Innovation Center
Heading up Open Innovation
 Plan/implement joint research with KOLs (key opinion leaders) or other advanced Chinese companies.
 Conduct the development of products and applications that will ensure business growth in the medium and long 

term.
Promoting the Aftermarket Business

 Comprehensively deploy businesses offering service contracts, consumables, application development support, 
contract analysis, temporary personnel, and instrument rentals.

 Use the above to achieve sustained growth of the analytical and measuring instruments business in China.

II. Growth Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 16/16
2. Measures in the U.S., EU, China, and Asia: China 



2022 Analytical & Measuring Instruments Business Presentation Materials 29

III. R&D Strategies for Analytical & 
Measuring Instruments Business
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 Expand application development functions to build a stronger foundation for global growth.
 Accelerate innovation and develop basic technologies that will promote new business creation.
 Develop and commercialize advanced technologies through joint research and open innovation.

●

●Research of basic technologies
●Development of products and 

services
●Development of application 

technologies

● SHIMADZU 
Future 
Collaboratory
(Oct. 2020)

●
Shimadzu Tokyo 
Innovation Plaza 
(scheduled to open 
in Oct. 2022)

●
Startup Incubation 
Center (Oct. 2020)

● Koichi Tanaka Mass Spectrometry Research 
Laboratory (2003)

● Shimadzu Research Laboratory (Europe) Ltd. 
(UK) (1997)

● Acquired Kratos in the UK. (1987)

●
Healthcare R&D Center
(Jun. 2019)

● China Shimadzu Research 
Laboratory (Shanghai) Co., Ltd. 
(2003)

●●

●

Shimadzu China 
R&D Division
(2010) Shimadzu China Mass 

Spectrometry Center
(2015)

US Innovation Center
(2015)

European Innovation Center
(2017)

Asia Pacific Innovation Centre
(2017)

●

Alsachim
(2017)●

●

III. R&D Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 1/7
1) Global R&D Capabilities — Create New Value —

Supply 
products 
and 
services

Needs

Research
key

technologies

Development of 
application 

technologies

Development 
of products 

and services

Research of 
basic 

technologies
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Research of Basic Technologies

Shimadzu Future Collaboratory (Kyoto prefecture)

• Promote research and development of advanced 
analysis, the brain/five senses and innovative 
biotechnology, AI (artificial intelligence), etc.

• Use open innovation to create new value and solve 
challenges in society.

Shimadzu Research 
Laboratory (Europe) Ltd.

Shimadzu Research Laboratory 
(Shanghai) Co., Ltd.

Koichi Tanaka Mass Spectrometry 
Research Laboratory

III. R&D Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 2/7
2) Basic Technology Research Locations
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Development of Products and Services

Shimadzu China R&D 
Division 

KRATOS (UK)

Software Development Locations outside Japan
Development of LabSolutions laboratory networking 
system, etc.

• UK: MS Overseas

• Singapore: Software Development Center

• Canada: Shimadzu Software Development Canada

Healthcare R&D Center
▶KYOLABS collaboratory R&D lab intended for creating revolutionary technologies.
▶ Partners occupy 8 laboratories within Cooperation Labs

• Joint research with the National Agriculture and Food Research
Organization (NARO) on analyzing functional benefits of foods

• Joint research with Kobe University on early screening of colon cancer
• Collaboration with Kyushu University on metabolomic analysis, etc.

III. R&D Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 3/7
3) Product and Service Development Locations 



2022 Analytical & Measuring Instruments Business Presentation Materials 33

Development of Application Technologies

Shimadzu Tokyo Innovation Plaza (scheduled to open in Oct. 2022)

Located within the Tonomachi King Skyfront district (in Kawasaki City, 
Kanagawa)

US Innovation Center Shimadzu China Mass 
Spectrometry Center

Asia Pacific Innovation CentreEuropean Innovation Center

 Located conveniently near Tokyo International 
Airport(Haneda), the Tonomachi King Skyfront district is 
an open innovation site for developing new industries 
based on among the most advanced research and 
development in the world.

 As the global central location for application development, 
the Innovation Centers facilitate a broad range of 
collaborations intended for commercialization.

III. R&D Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 4/7
4) Application Technology Development Locations 
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Collaboration with Horiba for Joint Development of LC-Raman 
Systems

This utilizes the strengths of both 
companies by combining a Shimadzu 
high-performance liquid chromatograph 
(LC) with a Horiba Raman spectrometer. 
The collaboration will supply new 
solutions for growth markets, such as 
healthcare, pharmaceuticals, and other 
life science markets, or for advanced 
material development applications.

Collaboration with Rigaku for Pharmaceutical, Food, and 
Chemical Markets

Shimadzu will jointly sell Rigaku X-
ray systems with Shimadzu 
LabSolutions DB/CS software used 
to manage analytical data from 
those systems. Centrally managing 
the data from both Shimadzu and 
Rigaku systems will increase the 
reliability of data in compliance with 
various regulations.

The XDimensus 300 dimensional X-ray 
CT system was added to the Mitutoyo
product line. In the future, we will expand 
cooperation over a broad range of 
activities, such as expanding/improving 
jointly sold products, jointly developing 
new products, and developing new sales 
channels outside Japan.

Collaboration with Shionogi & Co., Ltd. for Commercializing 
Sewer Water Monitoring

Shimadzu established AdvanSentinel, 
a joint venture with Shionogi & Co., 
Ltd., to evaluate public health risks by 
monitoring sewer water or other means. 
We are building a Japan-wide 
organization for assessing not only 
COVID-19 infections, but also future 
epidemics and other public health risks.

XDimensus 300 Dimensional X-
Ray CT System

Collaboration with Mitutoyo for Selling Dimensional X-Ray CT 
Systems

III. R&D Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 5/7
5) Collaborations — 1/3 Companies in Japan
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Shimadzu has been offering HYDROX 
three-dimensional nanofibers, which enable 
simple and safe three-dimensional cell 
cultivation, to research institutions and 
engaging in open innovation. Joint research 
with the Graduate School of 
Pharmaceutical Sciences at Osaka 
University achieved a simple three-
dimensional cultivation method that can be 
used to differentiate human iPS cells into 
liver cells.

Accelerating Open Innovation for Cell Cultivation Solutions

Participating in a Biofoundry for Achieving a Carbon-Free 
Society

Shimadzu started joint operations with Bacchus 
Bio innovation, a startup company from Kobe 
University and Japan’s first biofoundry-type 
company to achieve a carbon-free society. The 
collaboration will accelerate the development of 
various evaluation methods and creation of 
evaluation standards used when migrating from 
conventional petroleum or natural gas-based 
production methods, which consume large 
amounts of energy, to biotechnology-based 
production methods.

Joint research with the Jichi Medical 
University has started for using mass 
spectrometry technology in clinical fields. At 
the affiliated hospital there, Shimadzu is 
developing MS-based techniques that can 
contribute to early/rapid diagnosis of various 
diseases, such as cancer, heart disease, 
infectious diseases, and dementia; 
therapeutic drug monitoring (TDM); or 
preventive medicine.

Innovation by Industry-Academia Collaboration for Early/Rapid 
Diagnosis and Practical TDM

Developing iPS Cell Therapy for Kidney Disorders
Shimadzu is partnering with Rege Nephro, a 
startup company originating from Kyoto 
University to jointly research methods for 
monitoring cell quality and manufacturing 
processes during development of cell therapies 
for kidney disorders. Shimadzu will promote 
open innovation for R&D of cell cultivation 
solutions.

The LCMS-9030 High-Performance 
Liquid Chromatograph Mass 

Spectrometer Used for Research
Laboratory at Bacchus Bio innovation

The LCMS-8050 Liquid 
Chromatograph Mass Spectrometer 

Used for Research

III. R&D Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 6/7
5) Collaborations — 2/3 

1. Seed cells 2. Cultivate cells with HYDROX 3. Aggregate cells 4. Collect cells

Water 
absorption

Culture 
plate

Simply seed cells PolysarcosinePolylactic acid

Add 
media

Academia in Japan
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Analysis Center Established at Walsh University in the U.S.
Shimadzu Scientific Instruments, a U.S. 
subsidiary of Shimadzu, has established an 
analysis center at Walsh University (Ohio 
State, U.S.). The center is intended for 
training human resources for scientific fields, 
for building and maintaining long-term 
collaborative relationships with educational 
institutions, and for contributing to local 
communities.

Mass Spectrometry Technology Used for Advanced Anti-Aging 
Research

Shimadzu Scientific Instruments, a U.S. 
subsidiary of Shimadzu, is collaborating with 
the Department of Developmental 
Biology and Department of Medicine at 
University of Washington School of 
Medicine (Missouri State, U. S.) on using 
mass spectrometry technology for anti-aging 
research, with a particular focus on 
understanding the mechanisms that affect 
aging and life-span in mammals. The LCMS-8060 Liquid Chromatograph 

Mass Spectrometer Used for Research

Mass Spectrometry Technology Contributes to Immunotherapy 
for Cancer

Shimadzu is participating biomarker R&D 
of therapeutic antibody drugs for treatment 
of cancer by immunotherapy being 
conducted at the Providence Cancer 
Institute (Oregon State, U. S.). It involves 
researching a new cancer immunotherapy 
method based on using mass spectrometry, 
nSMOL Antibody BA reagent kits, and 
other technologies. The LCMS-8050 Liquid 

Chromatograph Mass Spectrometer 
Used for Research

III. R&D Strategies for Analytical & Measuring Instruments Business — 7/7
5) Collaborations — 3/3 

Product Development for Supporting Cancer 
Photoimmunotherapy

An agreement was signed with Rakuten 
Medical, Inc. (California State, U.S.) to 
jointly develop and commercialize medical 
devices related to the Illuminox® Platform. 
The collaboration will develop medical 
devices based on optical measurement 
technology for the purpose of supporting 
cancer treatment based on 
photoimmunotherapy.

Light with a specific wavelength

Specific cells are killed or eliminated by activating 
certain substances that respond to specific 
wavelengths of light.

Light with a 
specific 
wavelength

Outside Japan
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最終ページ

Contact: Investor Relations Group
Corporate Communication Department

Shimadzu Corporation
Phone: +81-75-823-1673     E-Mail: ir@group.shimadzu.co.jp

Actual results may differ significantly from forecasts about future performance indicated in this 
document, due to fluctuations in economic conditions, exchange rates, technologies, or various 
other external factors.
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