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Conditions Regarding Visiting Scholars (2016) 
 

International Center, Chuo University 
December 2015 

 
1. Chuo University will provide Visiting Scholars with the position of Guest Professor, Guest 

Associate Professor, Guest Lecturer, or Guest Researcher, according to their current 
position at their home institution. 
中央大学は、外国人研究者受入れにあたり、原則として所属機関の現有の地位に応じ、客員教授、

客員准教授、客員講師、客員研究員のいずれかの身分を授与します。 
 
2. The period of invitation of the Visiting Scholars will be from one week up to one year. 

受入れ期間は、１週間以上１年以内とします。 
 
3. Visiting Scholars will be requested to engage in teaching, lecturing and/or research at 

Chuo University. At least once during their period of invitation, Visiting Scholars will give 
public lectures, symposia or other events within the Chuo Community. Visiting Scholars 
will also give special lectures at research meetings and/or in classes more than once per 
week. 
外国人研究者は、本学において研究・教育に従事することになります。受入機関主催による公開

講演会又はシンポジウム等は受入期間中に１回、その他研究会、授業等における特別講演等が１

週間に１回以上を要件とします。 
 
4. A daily allowance of 5,800 yen will be provided for up to three weeks (21 days 

maximum). 
諸経費として日額 5,800 円を支給します。但し、３週間を限度とします。 

 
5. In principle, accommodation in the university guesthouse (furnished apartment located 

near Tama campus) will be provided for up to three weeks (20 nights maximum). 
Alternatively, Visiting Scholars at the other campuses in central Tokyo can request Chuo 
University to arrange a furnished apartment near the campus in central Tokyo.  
If accommodation in the university guesthouse or a furnished apartment cannot be 
arranged by Chuo University, a lodging allowance of 13,600 yen per night will be 
provided for up to three weeks (20 nights maximum).   
大学が契約しているゲストハウス（多摩キャンパス近辺の家具付き宿舎）を利用できます。原則

として、３週間（２０泊）を使用の限度期間とします。都心にあるその他のキャンパスの外国人

研究者は中央大学による当該キャンパス近辺のウィークリーマンション手配を希望することもで

きます。 
ゲストハウスや中央大学が手配するウィークリーマンションを利用できない場合は１泊 13,600 円

の住宅補助費を支給し、３週間（２０泊）を支給の限度とします。 
 
6. Actual commuting expenses between the campus and accommodation will be provided for 

up to three weeks (21 days maximum). 
宿舎から本学までの実費交通費を支給します（３週間を限度）。 

 
7. Chuo will provide Visiting Scholars’ airfare expenses*, if necessary, as long as another 

institution has not provided such expenses. For Scholars visiting under a Faculty 
Exchange Agreement or Memorandum between Chuo University and their home 
institutions, their home institutions will provide airfare expenses. Chuo University’s 
designated travel agency will arrange tickets for Visiting Scholars. The travel agency will 
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send an email to Visiting Scholars in order to inquire about flight details (e.g. airline 
carrier, departure time, etc.).  
Please note that if flight tickets are booked via a travel agency of the Scholars’ choice, not 
through Chuo’s designated travel agency, Chuo will provide the actual amount shown on 
the receipt, but Japanese income tax (20.42%) will be imposed upon settlement of this 
expense. (Please see Article 8 for further information.) In either case, Chuo’s maximum 
airfare allowance is 200,000 yen, including tax. 
*Airfare expenses in this context are expenses incurred during air travel, such as airfares 
(economy class only), airport fees, departure and entry taxes, and fuel surcharges. 
本学以外の機関から航空運賃が支給されない場合、必要に応じて航空運賃等＊を支給します。中

央大学協定校の交換協定・覚書に基づく外国人研究者に対しては、航空運賃は所属機関から支給

されます。航空券は、中央大学指定の旅行業者を通して手配していただきます。旅行業者から研

究者へ e-mail が送られますので、直接ご希望の航空会社や出発時刻等の要件を調整いただけます。

または、ご自身で手配された場合は、領収書等に基づく実費精算としますが、立替航空運賃には

20.42％の所得税が課せられます。詳しくは次項８をご参照ください。但し、いずれの場合も支給

上限を２０万円とします。 
＊航空運賃等とは、エコノミークラス運賃と空港使用料・出入国税・燃料等特別付加運賃等、渡

航に際して必ずかかる経費とします。 
 

8. If the Visiting Scholars are from a country that has signed a tax treaty with Japan, 
they can submit an “Income Tax Convention Application Form” after arrival in 
Japan in order to apply for an exemption from Japanese income tax on  all 
allowances (tax withholding rate for non-resident is 20.42%). Additionally, if the 
Scholars are from the U.S., the U.K., or Australia, treaties with those countries 
require a “Certificate of Residence” issued in their home country. The Scholars must 
apply for this Certificate in their home country. Once the Certificate is obtained, 
please send a copy (PDF file) to the host faculty member at Chuo University at least 
two months before the Scholars’ arrival at Chuo. Please note that the original 
Certificate needs to be submitted to Chuo University upon arrival. As it may take 
several months and some fees to obtain this Certificate, please submit the application 
in the Scholars’ home country well in advance. 
Those who do not fit any of the above conditions will be taxed for their earned 
income by a tax deduction at the source.   
 
(A list of the countries with tax treaties as of December 2012) 
Ireland, Azerbaijan, the U.S., Armenia, the U.K., Israel, Italy, India, Indonesia, Ukraine, 
Uzbekistan, Egypt, Australia, Austria, Netherlands, Kazakhstan, Canada, Korea, Kyrgyz 
Republic, Georgia, Zambia, Singapore, Switzerland, Sweden, Spain, Sri Lanka, Slovakia, 
Thailand, Tajikistan, Czech Republic, China, Denmark, Turkmenistan, Turkey, Germany, 
New Zealand, Norway, Hungary, Pakistan, Bermuda, Bangladesh, Fiji, Philippines, 
Finland, France, Brazil, Bulgaria, Brunei, Vietnam, Belarus, Belgium, Poland, Hong Kong, 
Malaysia, South Africa, Mexico, Moldova, Romania, Luxembourg and Russia 
 
日本が所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税防止のための条約を締結している

国から受け入れる研究者の場合、来日後「租税条約に関する届出書」を提出することにより、支

給される滞在費等に対する日本での所得税（非居住者の源泉徴収率２０．４２％）が免除されま

す。但し、アメリカ合衆国、イギリス、オーストラリアとの租税条約では、適用される研究者自

身が自国で「居住者証明書」を取得の上、中央大学の受入日から２ヶ月前までにそれを PDF に

て中央大学受入教員へ送付、来日時に原本を持参し、中央大学に提出することが必要になります。
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「居住者証明書」は、発行まで数ヶ月単位の時間と手数料を要する場合が有りますので、余裕を

持った申請が必要です。 
 これらに該当しない場合には、所得税が源泉徴収されます。 
 
（租税条約締結国一覧 2012.12 月現在） 
アイルランド、アゼルバイジャン、アメリカ、アルメニア、イギリス、イスラエル、イタリア、

インド、インドネシア、ウクライナ、ウズベキスタン、エジプト、オーストラリア、オーストリ

ア、オランダ、カザフスタン、カナダ、韓国、キルギスタン、グルジア、サウジアラビア、ザン

ビア、シンガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、スリランカ、スロヴァキア共和国、タ

イ、タジキスタン、チェコ共和国、中国、デンマーク、トルクメニスタン、ドイツ、トルコ、ニ

ュージーランド、ノルウェー、ハンガリー、パキスタン、バミューダ、バングラデシュ、フィジ

ー、フィリピン、フィンランド、フランス、ブラジル、ブルガリア、ブルネイ、ベトナム、ベラ

ルーシ、ベルギー、ポーランド、香港、マレーシア、南アフリカ、メキシコ、モルドヴァ、ルク

センブルグ、ルーマニア、ロシア連邦 
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