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ィリン錯体の光化学挙動, 第 54 回化学関連⽀部合同九州⼤会, IC-5-007(北九州市, ⽇
本, 2017 年 7 ⽉)
http://godo-kyushu.jp/history/godo54/index.html
3.

池⽥寛志，奥村奈未，鍋⾕

悠，⽩上

努, 有機⾊素・Ge-ポルフィリン共吸着型 TiO2
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20. ⽩上
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(室蘭, ⽇本, 2016 年 11 ⽉) http://www3.muroran-it.ac.jp/sspc35/program.htm
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