
ユニバーシティ・ハウス（ＵＨ）青葉山の入居手続きについて 

 

1.入居手続き 

(1) 入居手続きの受付時間は以下のとおりです。 

月曜日～金曜日（土・日・祝祭日は除く） 

９：００～１７：００ 

※１ 上記の時間に入居説明を行います。入居者本人が訪れ、説明を受けてください。 

※２ 入居説明は３０分程度です。 

※３  入居説明時に、「全入居者対象サービス」（寝具、食器、バスマット、インターネット 

等）の申し込みを行います。レンタルサービスは必ず加入していただきます。 

(2)持参するもの 

入居許可書、パスポート等の身分証明書。入居許可書の原本を持っていない場合は、タブレ

ット端末等による PDF ファイル、写しなどを提示してください。 

(3) カードキーの貸し出し 

入居許可書を提示し、入居説明を受けた者にカードキーを貸し出します。 

(4) 入居説明時に、約 100,000 円（入居時預り金、２か月分の家賃と共益費、入居者サービス料金）

の請求書が配布されます。指定された日までに銀行でお支払いください。 

    クレジットカードによる支払いも可能です。 

 

2.居室内設備 

居室：机、キャスターワゴン、椅子、書棚、ベッド、布団、クローゼット、エアコン等 

共用スペース：ＩＨヒーター、冷蔵庫、電子レンジ、炊飯器、テーブル、椅子、洗濯機、 

掃除機、アイロン、エアコン、テレビ、シャワー室、トイレ 

   ※居室のインターネットは有線タイプです。Wi-Fi 使用を希望する場合は、Wi-Fi ルーターをご準

備ください。 

 

3.新型コロナウイルス感染症への対応について 

  (1)入居後は大学で決められた感染予防対策に従って、生活や行動をお願いします。 

  (2)日常の生活では、共用スペース利用時にマスク着用、手洗い励行、咳エチケットの感染防止対

策をお願いします。 

    (3)入居開始直後に体調不良となった場合は、管理室へ連絡願います。 

  (4)ＵＨは多くの入居者が入居しております。本学では感染拡大防止対策に努めていきますので、

「ＵＨ青葉山新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた入居生活ガイドライン」の内容を

確認し、入居後の冷静な生活を心がけてください。 

 

4.その他 

(1) 東北大学ユニバーシティ・ハウス管理運営規程に指示された事項に違反した者は、入居許可

の取り消し、または退居を命ずることがあります。 

(2) ※主な入居許可の取り消し、退居の例 

 ・許可された入居許可日から 7 日以内に理由なく入居しない場合 

 ・許可者以外の者（友人等）を宿泊させた場合 

 ・施設設備の破損、汚損 

 ・地域住民や他の入居者への迷惑行為 

 ・寄宿料、共益費、諸経費を３か月以上滞納したとき 

(3) 喫煙等について 

施設内、居室及び青葉山新キャンパス内は全面禁煙です。また、施設内でのお香も禁止です。

喫煙やお香により室内に臭いがついたり、汚損がある場合はクリーニング費用、破損や汚損

がある場合は実費を徴収します。 



(4) 荷物の持ち込みについて 

パソコンのようなハンディタイプを除き、家電、家具の持ち込みは禁止されています。 

必要な場合は家電レンタルサービスがありますので、各自管理事務室に申し込んでください。  

(5)入居者用駐車場はありません。車を持っている方は、近隣の駐車場を契約して駐車してくださ

い。 

 

連絡先：東北大学教育・学生支援部学生支援課生活支援係 

                      TEL   022-795-3774   

 Email ihome@grp.tohoku.ac.jp   

 

 

Moving into University House Aobayama 
 
1. Residence Registration 

 
(1) The UH Aobayama office is open for residence registration during the following hours. 

Monday to Friday (excluding holidays and weekends) 
9:00~ 17:00 

 
※ 1 Please note that the registration must be made by the prospective resident 

himself/herself  
   ※2  At a residence meeting, new residents need to apply for rental services such as  

bedding, plates, bathmat. It is mandatory and cannot be canceled.  
 

(2) Please be sure to bring your residence permit and your ID with you when you move in. If 
you can’t bring an original residence permit, please show the dorm staff its copy or its PDF 
version.  

(3) After attending the registration meeting, you can receive your room key. 
(4) You will be received a bill for 2-month rents, management fees, rental service fees and 

deposit. Total amount is about 100,000yen. Please pay it at a bank by the designated day 
after checking in. You can pay them by credit card. 
 

2. Facilities in your Residence 
 

 Furnishings: study desk, rollaway wagon, chair, bookshelf, bed, closet, air conditioner 
  Shared facilities: IH stove, refrigerator, microwave, rice cooker, dining table, chairs, 

washing machine, vacuum cleaner, iron, air conditioner, TV, shower room, toilets 
  ※ You can use wired internet connection in your private room, if you prefer wireless 

connection, please prepare Wi-Fi router by yourself. 
 

3. COVID-19 Prevention Measures 
 

 (1) Once you move in, we ask that you follow all COVID-19 prevention measures determined 
by the university in your everyday life and activities. 

(2) When using shared spaces, please always wear a mask, wash your hands frequently, 
and cover up when coughing/sneezing. 

(3) If you begin to feel unwell after the start of the moving-in period, please inform the 
dormitory office. 

(4) Many students will be moving in to the UH dormitories. We are taking every precaution to 
prevent a COVID-19 outbreak at the dormitories. Please read the "UH Aobayama 
Guidelines for Residents on Preventing COVID-19 Infection" and remain calm but cautious 



in your daily activities. 
 

 
    

4. Other 
 

(1) Those who violate University House Management Regulations may lose their Residence 
Permit or be evicted. ＊Cases of residence permit cancellation or eviction 

         -- If you fail move in within seven days of the start of the move-in period without 
providing a reason. 

         -- If you allow unauthorized persons to stay overnight in your room. 
         -- If you damage the dorm facilities badly. 
         -- If your behavior is substantially disruptive to other residents. 
     -- If you fail to housing, maintenance or other fees for three months or longer. 

(2) Smoking Rules 
Smoking cigarettes and burning incense are strictly prohibited all University House 
Aobayama area including your room and Aobayama campus. If your room becomes 
smelly or dirty due to smoking or incense, you must pay a cleaning fee. 

(3) Restriction of baggage 
Bringing electric home appliances or furniture is restricted. (Except for PCs.) 
You can rent appliances if you wish to use them in your room. 

(4) There is no parking space for residents. If you have a car, please use a parking 
outside campus. 

 
 

  
Contact address: Life Support Section, Student Services Division, Tohoku University 

TEL:  022-795-3774  
Email: ihome@grp.tohoku.ac.jp 

mailto:ihome@grp.tohoku.ac.jp

