
What is
IAC？

E-Mail : iac@grp.tohoku.ac.jp  /  Tel : 022-217-5971
Web site : http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/iac/indexE.html 

International Affairs Center
2-1-1 Katahira, Aoba-ku, Sendai, 980-8577 JAPAN (Room 221, 2F AIMR Main Building)

〒980-8577　仙台市青葉区片平2 - 1 - 1（AIMR本館2階  居室221）

The International Affairs Center (IAC) provides 
support to international researchers of 
Tohoku University. 

We offer services including necessary information to 
work for Tohoku University and general living 
information in Sendai.

IACは、東北大学に勤務する
外国人研究者のサポートを行っています。

本学で働く際に必要な情報や、仙台での生活に役立つ
情報の提供を始めとしたサポートを展開しています。

Access & Contact

Support for International ResearchersSupport for International Researchers

Organization for Advanced Studies, 
Tohoku University

東北大学 高等研究機構 IAC

International Affairs Center
AIMR Main Building

Katahira Campus
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東北大学に在籍する外国人研究者が、本学で働く際に必要な
情報をまとめています。

Support for International Researchers

Th is handbook covers necessar y information for 
international researchers of Tohoku University.

IAC のサポート情報や、仙台のイベント情報、おすすめのお土
産やグルメ情報を紹介したメールマガジンを定期的に発行して
います。

We issue IAC Mail Magazine to introduce our supports, 
local event information, and recommended souvenirs 
and gourmets.

掲示版及び生活情報誌ラックにより、生活情報を提供していま
す。ショッピングマップやランチマップもありますので、どうぞ
ご自由にご利用ください。

* AIMR本館１階・2階・５階にあります。

We provide general living information by Information 
Bulletin Board and Information Rack. Shopping Map & 
Lunch Map are also available.

*1st, 2nd and 5th floor in the AIMR Main Building.

IAC では外国人研究者およびその家族を対象とした日本語講座
を開催しています。

I AC h o l d s  a  J a p a n e s e  c l a s s  fo r  i n te r n at i o n a l  
researchers and their families. 

本学の外国人研究者とそのご家族を、片平キャンパスから徒歩
圏内のショッピングツアーにご案内します。

IAC organizes a local shopping tour within walking 
d i s tance of Katah i ra Campus fo r  i nte r nat iona l  
researchers and their family.

IACでは、民間アパート及びマンションに住むことをご希望の来日
後間もない外国人研究者へハウジングサポートを提供します。

IAC p rov ides hous i ng suppo r t  to i nte r nat iona l  
researchers who have just been appointed f rom 
overseas and would like to rent a private apartment. 

身の回りのもので不要になったもの（家具や家電製品など）を
お譲りいただけませんか？IAC の掲示板やメーリングリストを
通して、貰い手を募集します。

If you want to “give over” something for the daily use 
(Ex: Dishes, Home Electronics etc.), please let us know. 
IAC will help you to find someone who want to receive it.

IACメールマガジンや地域のイベント情報を配信しています。
配信を希望される場合は、IAC へご連絡ください。

We distr ibute IAC Mail Magazine and Local Event 
Information through our Mailing List. If you would like to 
subscribe, please contact IAC.

来日間もない外国人研究者へ、仙台で最初の生活基盤を整え
るためのサポートを行います。
・ビザサポート
・役所・銀行手続き随行
・宿舎入居立会

We offer assistance with arrival, and with the various 
things required for setting up your new life in Sendai.
・Visa support
・Assist with Bank and Bureaucratic procedure
・Assist with moving in to university apartments

海外機関から着任されたばかりの教職員の生活基盤をサポート
するため、生活必需品のレンタルを行っています。（電子レンジ
やポット、電動自転車等）

大学内の手続き等で困ったことがありましたら、IACにご連絡ください。
手続き方法についてご案内します。

We provide rental service for international researchers 
who have just been appointed from overseas to set up 
their everyday lives in Japan. (Ex: Microwave Oven, 
Electric pot and Electric bicycle etc.)

Handbook for International Researchers
外国人研究者ハンドブック

IAC Mail Magazine
IACメールマガジン

If you have any problem regarding procedures in the university and something else, 
please feel free to contact IAC. We would be happy to help you.

E-Mail : iac@grp.tohoku.ac.jp |  Tel : 022-217-5971

　　詳しい情報は IACホームページをご覧ください !If you would like to have detailed information, please visit to our website! Look! http://www.wpi-aimr.tohoku.ac.jp/iac/indexE.html

Living Information
生活情報

IAC Japanese Class
IAC日本語講座
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レンタルグッズ
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