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中⼩企業ニュースレターのオフィス
 
件名：SFはイエローティアに移動します。資⾦調達の更新など
 
 
2021年5⽉4⽇
 
 
親愛なる読者、
 
ハッピースモールビジネスマンス！今年は、⽉のキック編チャレンジ第17回サンフランシスコスモールビジ
ネスウィークが続く30⽇間の中⼩企業でオフにcelebrat電⼦サンフランシスコの強い、弾⼒性、そして活気
のある中⼩企業のコミュニティ。祝賀会に加えて、サンフランシスコは5⽉6⽇からイエローティアに移⾏す
るため、ビジネスと活動を再開して拡⼤します。詳細については、以下を参照してください。
 
ここでは最新です中⼩企業のための発表やリソースが。いつものように、私たちはお⼿伝いします。ご質問
やご不明な点がございましたら、電話（415）554-6134またはメールsfosb@sfgov.orgまでお問い合わせくださ
い。oewd.org/covid19でリソースを頻繁に確認することをお勧めします。    
 
連帯して、
 
中⼩企業のオフィス
 
 
発表：
SFがイエローティアに移⾏
市⻑ロンドン・ブリードやディレクター保健の先⽣グラントコルファックス今⽇のannou N CED 5⽉6⽇（⽊
曜⽇）を開始し、サンフランシスコ州⽴によって許可されている追加的な活動再び開き、拡⼤する、ことを
私たちはしているとして最も制限のため、事前に国の基準を満たしをCOVID-19の症例、⼊院、およびその他
の健康指標に基づく階層。最終的にこの動きでは国の上の階層BluepのRのより安全な経済のためのint、サ
ン・フランシスコが開きますその数少ない閉じセクタを、いくつかの拡張他⼈を。       
 
2021年5⽉6⽇⽊曜⽇に再開する活動    
次のアクティビティが再開される場合があります。  

屋内バー、醸造所、ワイナリー（⾷事なし）  
100⼈までの25％の容量に開放されています。 
最⼤8⼈のテーブルに座って飲むなど、屋内での⾷事のルールに従う必要があります。 

屋内家族向けエンターテインメント  
アイススケートやローラースケート、アーケード、ゴルフ、遊び場などの未開封のアクティビテ
ィは、50％の定員に達する可能性があります。    
ミニゴルフ、ビリヤード場、ボーリング場など、すでにオープンしている他のアクティビティ
は、容量の50％に拡⼤する可能性があります（テストやワクチン接種の要件を削除します）。    

サウナ、スチームルーム、屋内ホットタブ 
25％の容量までオープン。 

mailto:sfosb@sfgov.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://oewd.org/resources-businesses-and-employees-impacted-covid-19
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfmayor.org/article/san-francisco-reopens-and-expands-businesses-and-activities-it-moves-states-yellow-tier
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/COVID19CountyMonitoringOverview.aspx
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ビュッフェとセルフサービスの⾷事 
持ち帰り⽤に使⽤できます。  
屋内での⾷事のガイドラインに従って、オンサイトでの消費が許可されています。 

屋外コミュニティスポーツイベント 
1時間あたり最⼤500⼈の事前登録された参加者、合計1,500⼈が、ランニング、ウォーキング、マ
ラソン、その他の耐久イベントなどの屋外イベントに参加できます。全員が予防接種の証拠また
は陰性テストを⽰した場合、合計で最⼤3,000⼈の参加者が参加できます。 
参加者はカリフォルニア州の居住者であるか、州外からの場合は完全にワクチン接種を受けてい
る必要があります。 
すべての参加者は、イベントの前にCOVID-19のスクリーニングを受ける必要があります。 
観客は屋外の集まりのガイドラインに従うことができます。 
指定された⾷品エリアでは、アルコール以外の割引が許可されています。 
現在、ライブエンターテイメントやフェスティバルエリアは許可されていません。 
500⼈を超える参加者がいるイベントには、承認された安全衛⽣計画が必要です。 

 
以下の活動により、運⽤能⼒が拡⼤する可能性があります。 

屋外の⼩さな集まり（懇親会を含む）    
⾷べ物や飲み物が消費された場合でも、75⼈の参加者に拡⼤する可能性があります。   
参加者間の距離が6フィート維持されている限り、顔の覆いを取り除くことができます（ワクチン
未接種の⼈は顔の覆いを着⽤することをお勧めします）。   

屋内の⼩さな集まり   
顔を覆うことで、最⼤50⼈まで50％の収容能⼒に拡⼤する可能性があります（全員が完全に予防
接種を受けているか、低リスクの予防接種を受けていない世帯が1つある場合を除く）。 

オフィス  
完全にワクチン接種された要員を除いて、50％の容量に拡⼤する可能性があります。  

屋内ダイニング 
テーブルあたり3世帯の制限が解除されます。テーブルごとに最⼤8⼈が許可されます。      
200⼈の常連客の上限が解除され、50％の容量要件が残っています。  

屋外ダイニング 
何らかの理由で中に⼊る場合を除き、訪問中は着席したら顔の覆いを外すことができます。 

屋外バー 
何らかの理由で中に⼊る場合を除き、訪問中は着席したら顔の覆いを外すことができます。 

屋内⼩売  
店内のカフェやレストランは、屋内での⾷事のガイドラインに従って再開できます。     
ショッピングモールを含む共⽤エリアが再開される可能性があります。  

屋内映画館  
最⼤500⼈まで容量を拡張できますが、容量要件は50％のままです。   
8⼈のグループが座席で⾷事をする場合、世帯制限なしで割引が利⽤できる場合があります。   
常連客が200⼈未満のライブ、または映画監督の講演のように映画の上映に付随するライブパフォ
ーマンスは許可されます。その他のライブパフォーマンスは、ライブオーディエンスパフォーマ
ンス会場のガイドラインに従います。    

アウトドアジムとフィットネス 
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参加者間の距離が6フィート維持されている限り、フェイスカバーを取り外すことができます。   
屋内ジムとフィットネス  
容量の50％まで拡張できます。 
クラスは最⼤200⼈まで50％の定員に拡⼤できます。  
DPH換気対策のいずれかが実施されている場合、有酸素運動と有酸素運動およびフィットネスの
クラスは、6フィート離れた場所で⾏うことができます。    

屋外芸術、⾳楽、演劇祭（なし割り当てられた席）    
最⼤100⼈まで拡⼤できます。  

屋外観客着席パフォーマンス会場     
物理的な距離の要件に応じて、容量の67％に拡張される場合があります。  
完全に予防接種を受けたゲストのために予約されているセクションは、他のセクションから6フィ
ート離れている場合があります。   
任意の⾷品や飲料が提供されているイベントは、ホストすることが少ないワクチンまたは負のテ
ストの証明を必要とせずにより300⼈を。     

屋内ライブオーディエンス着席パフォーマンス会場     
物理的な距離の要件に応じて、容量の50％に拡張される場合があります。  
完全に予防接種を受けたゲストのために予約されているセクションは、他のセクションから6フィ
ート離れている場合があります。   
300⼈までのイベント、または会場の定員の25％未満を占めるイベントは、フェイスカバーが常に
着⽤されている限り、承認された安全衛⽣計画または予防接種の証明または陰性テストを必要と
しません。       
任意の⾷品や飲料が提供されているイベントは、ホストすることが少ないワクチンまたは負のテ
ストの証明を必要とせずにより200⼈を。     

屋外のコンベンション、会議、レセプション  
完全に予防接種を受けた⼈員を含まない200⼈に拡⼤する可能性があり、すべての参加者が予防接
種の証拠またはCOVID-19検査陰性の場合は最⼤400⼈に拡⼤する可能性があります。   
異なる世帯の参加者間で6フィートの距離が維持されている限り、フェイスカバーを取り外すこと
ができます。     
イベントが完全にワクチン接種された参加者で構成されている場合（および2〜16歳の⼦供は陰性
テスト）、顔の覆いは必要ですが、距離を置く必要はありません。   

屋内コンベンション、会議、レセプション  
完全に予防接種を受けた⼈員を除く200⼈に拡⼤する可能性があり、すべての参加者が予防接種の
証拠またはCOVID-19検査陰性を提供します。      
イベントが完全にワクチン接種された参加者（および2〜16歳の⼦供に対する陰性テスト）で構成
されている場合、マスクは引き続き必要ですが、距離を置く必要はありません。     

屋内プール  
容量が50％に拡⼤する可能性があります。  

アウトドアユーススポーツ、レクリエーション、ダンス 
完全に予防接種を受けた若者は、ドロップインクラスまたはアラカルトフィットネスプログラム
に参加できます。ゲスト参加者と「ウォークオン」は許可されていません。        

屋内の成⼈および⻘少年のスポーツ、レクリエーション、ダンス   
屋内アイスホッケー、⽔球、レスリングが再開される場合があります。  
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屋内運動レクリエーション施設は、最⼤200⼈まで50％の収容能⼒に拡⼤しました。 
低接触スポーツの参加者は、6フィートの距離を維持する必要があるだけです。  
参加者組織化と教師⽔泳、ダイビング、⽔球やレスリングや夫婦の芸術プログラムは削除するこ
とができ、顔の覆いをして、安全プロトコルは、COVID-19防⽌計画を掲⽰する、定期的な検査を
含むなどの場所で。            
参加者が参加するリーグまたはアクティビティの数に関する要件が解除されます（ただし、参加
を2つのアクティビティに制限し、接触が多い場合は1つに制限することをお勧めします）。 
完全に予防接種を受けた若者は、ドロップインクラスまたはアラカルトフィットネスプログラム
に参加できます。⻘少年および成⼈の状況でのゲスト参加者および「ウォークオン」は許可され
ていません。       

成⼈向けデイプログラムとシニアコミュニティセンター  
最⼤50⼈まで50％の屋内容量に拡張できます。  
飲⾷は屋内での⾷事の案内に従って許可されています。 

成⼈教育、職業教育、および⾼等教育機関 
屋外クラスは75⼈の⽣徒に増える可能性があります。 
200⼈の学⽣の屋内講義の上限が解除され、50％の容量要件が残っています。    
図書館のガイドラインに従って、屋内の共同スペースでの学習が許可されています。 
学⽣寮は、ユニットごとに複数の学⽣に拡張される場合があります。 

映画やメディアの制作、ライブストリーミング、または放送  
安全プロトコルが実施されている単⼀の場所で屋外で最⼤100⼈に拡⼤され、ワクチン接種または
陰性試験の証明で最⼤300⼈に拡⼤されました。        
残る⼀つの場所で50の屋内での安全なプロトコルの場所で、最⼤200の屋内へのワクチン接種また
は負のテストの証拠とします。    

 
公衆衛⽣局（DPH）は、2021年5⽉5⽇⽔曜⽇の終わりまでに、詳細な要件を含む改訂された健康命令をWeb
ページに掲載します。経済労働⼒開発局（OEWD）も、先週、ベストプラクティスに関するウェビナーを主
催しました。イエローティアで再開するため。あなたはそれを⾒ることができ、H E R E。       
 
レストラン活性化基⾦の申請⽀援
昨⽇、Mayo r Breedは、市がMission Economic Development Agency（MEDA）およびいくつかのコミュニティ
ベースの組織と提携して、新しい連邦レストラン活性化基⾦の申請を⽀援する必要のあるサンフランシスコ
のレストランやその他の適格企業を⽀援すると発表しました。ファンドの申請がオープンしましたし、⽀援
必要サンフランシスコのビジネスの所有者で申請するFウント⽸の接触を： 

ミッション経済開発庁
ウェブサイト：medasf.org/res t aurant / 
メール：restaurant@medasf.org 
スペイン語ホットライン：415-249-2492 

北東コミュニティ連邦信⽤組合（中国）
ウェブサイト：necfcu.weebly.com/ 
電話番号：415-434-0738 

ルネッサンス起業家精神センターベイビュー
ウェブサイト：rencenter.org/event/ rrf -program-info-session / 
電話番号：415-348-6223 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-healthorders.asp
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.facebook.com/watch/live/%3Fv%3D828325244457671%26ref%3Dwatch_permalink
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sfmayor.org/article/city-launches-effort-help-san-francisco-restaurants-apply-federal-relief
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sba.gov/funding-programs/loans/covid-19-relief-options/restaurant-revitalization-fund
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://medasf.org/programs/fondo-adelante-community-loan-fund/programa-de-fondos-de-revitalizacion-de-restaurantes/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://medasf.org/programs/fondo-adelante-community-loan-fund/programa-de-fondos-de-revitalizacion-de-restaurantes/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://medasf.org/programs/fondo-adelante-community-loan-fund/programa-de-fondos-de-revitalizacion-de-restaurantes/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://medasf.org/programs/fondo-adelante-community-loan-fund/programa-de-fondos-de-revitalizacion-de-restaurantes/
mailto:restaurant@medasf.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://necfcu.weebly.com/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.rencenter.org/event/rrf-program-info-session/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.rencenter.org/event/rrf-program-info-session/
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.rencenter.org/event/rrf-program-info-session/


5/4/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 5/7

SF中⼩企業開発センター（スペイン語、中国語、ベトナム語）
ウェブサイト：sfsbdc.org。新規クライアントの登録はこちらをクリックして、次のフォーム
に記⼊してください。予約をスケジュールするために連絡があります。   
電話番号：415-937-7232 

 
レストラン活性化基⾦の申請を⽀援する追加のパートナーを含むビジネスリソースの包括的なリストは、
oewd.org / covid19からオンラインで⼊⼿できます。 
 
フォーム571-Lビジネス動産明細書の提出–5/7期限 
サンフランシスコの企業は、カリフォルニア州法により、事業⽤個⼈資産（設備、家具、コンピューターな
ど）の取得費⽤と改善（借地権など）を特定する事業⽤不動産ステートメント（フォーム571-L）を毎年提出
する必要があります。 /テナントの改善、貿易備品など）、在庫を除く、査定事務所へ。2021年以降、納税
者は新しい電⼦ファイルポータルを使⽤してステートメントを提出できます：571-L（ビジネス）、571-R
（アパート）、571-STR（短期賃貸）、および576-D（船舶）。事業主および船主は、
h�ps：//online.sfassessor.org/にアクセスし、2021年2⽉に査定局から送信された通知のエンティティIDとPIN
を使⽤して、アカウント/プロパティを登録および追加できます。ご不明な点がある場合、
www.sfassessor.orgで彼らのウェブサイトにアクセスするか、askbpp @ sfgov.orgでそれらに電⼦メールを送っ
てください。  
 
⼩さなビジネスの⽉のハイライト
中⼩企業の30⽇間の課題
ブリード市⻑、Sharky Laguana中⼩企業委員⻑、サンフランシスコ市交通局の理事、中⼩企業経営者のManny
Yeku�elと⼀緒に、中⼩企業30⽇間チャレンジに参加して、地元の中⼩企業を⽀援してください。5⽉は、サ
ンフランシスコの住⺠に地元の中⼩企業やレストランのみをひいきにすることをお勧めします。参加したい
場合は、smallbiz30.comにアクセスして詳細を確認してください。
 
第17回サンフランシスコスモールビジネスウィーク
サンフランシスコの強⼒で活気のあるスモールビジネスコミュニティを祝うために、サンフランシスコスモ
ールビジネスウィーク2021にご参加ください。プログラミングは、中⼩企業の旅のあらゆる時点で、中⼩企
業の所有者にとって意味のあるリソースと情報に焦点を当てます。ネットワーキングの機会、ビジネス構築
ワークショップ、刺激的なコンテンツで満たされた1週間のイベントは、サンフランシスコに滞在し始め、
ビジネスを成⻑させ、滞在している起業家を教育し、⼒を与えるのに役⽴ちます。クリックしてここにすべ
てのイベントを表⽰します。
 
⽇除け料⾦免除– 5⽉
毎年5⽉のスモールビジネスマンスの⼀環として、建物の検査および計画部⾨の許可審査料⾦に加えて、⽇
除けの交換、⽇除けの交換のサイン、および歩⾏者レベルの照明の  許可料が消防署および公共事業に対して
免除されます。今すぐこの機会を利⽤して、通常の数分の1のコストで、ビジネスの外観、看板、照明を改
善してください。クリックここで詳細は。  
 
 
ウェビナー：
LBEビジネスの認定：必要なことを学びましょう！– 2021年5⽉5⽇⽔曜⽇午前10時
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サンフランシスコ契約監視部⾨（CMD）は、サンフランシスコ市および郡との契約について知っておく必要
のあるすべてのことを企業が学ぶのに役⽴つ無料のワークショップを提供しています。これらのワークショ
ップは順番に受講する必要があり、⽉に1回提供されます。詳細およびlbecert@sfgov.orgへの出⽋確認につい
てはこちらをご覧ください。    
 
DBIの店頭販売許可サービスの再開に関するウェビナー– 2021年5⽉7⽇⾦曜⽇午前11:00
DBIは、顧客が店頭（OTC）計画レビューのために計画レビュースタッフと直接会うことができるように、対
⾯サービスの拡張を発表できることを嬉しく思います。これにより、計画のレビューと発⾏プロセスの許可
がスピードアップし、お客様により多くの透明性と管理が提供されます。より多くのサービスを提供するた
めにこの移⾏を開始するにあたり、ご理解のほどよろしくお願いいたします。対⾯サービスの拡張について
詳しくは、ウェビナーにご参加ください。
 
⼥性の中⼩企業政策円卓会議– 2021年5⽉7⽇⾦曜⽇11:00 AM – 12:15 PM
中⼩企業経営者のためのより公平なサポートを擁護しているトップリーダーとの幅広い会話にご参加くださ
い。この仮想イベントでは、中⼩企業の経営者、経済開発の⽀持者、政策⽴案者が⼀堂に会し、中⼩企業の
⼥性が直⾯している問題と、ジェンダーに対応した経済回復を進める⽅法について話し合います。トピック
には、ワークライフバランス、リソースのナビゲート、ジェンダーに対応した経済回復の促進が含まれま
す。市の管理者であるCarmenChuが進⾏役を務めるこのエキサイティングな会話は、サンフランシスコ商⼯
会議所のWELLプログラム、サンフランシスコ⼥性の地位に関する部⾨、およびサンフランシスコ中⼩企業事
務所と協⼒して開催されます。ここで登録します。 
 
 
資⾦RESOURCE UPDATES ：
⾳楽およびエンターテインメント会場回復基⾦–5/5終了
ロンドンブリード市⻑は、市の⾳楽および娯楽会場回復基⾦（「会場基⾦」）を発表し、助成⾦申請ポータ
ルは明⽇、2021年5⽉5⽇午後11時59分PDTに閉鎖されます。会場基⾦は、COVID-19パンデミックの圧⼒による
恒久的な閉鎖を防ぐために、サンフランシスコを拠点とするライブ⾳楽およびエンターテイメント会場に財
政的⽀援を提供するために設⽴されました。会場には、申請に興味でより多くを学ぶことができる助成⾦
sfosb.org/ venuefund。  
 
SF救済助成⾦–5/7終了
ロンドンブリード市⻑は、COVID-19の結果として苦労している中⼩企業に即時の財政的救済を提供するため
に、追加の助成⾦とローンに資⾦を提供する法律に署名しました。1,090万ドルの助成⾦プログラムは、連邦
または市の資⾦をほとんどまたはまったく受け取っていない店頭の企業、州および地⽅の規制のために6か
⽉以上閉鎖を余儀なくされた企業、⽼舗企業、およびニーズの⾼い企業を⽀援することに焦点を当てます。
近所。G暴⾔アプリケーションは、今開いているとSモール企業がオンラインで適⽤することができます
sf.gov/sf-relief-grants。 
 
コミュニティアンカー助成⾦
コミュニティアンカーは、2⼈以上の従業員を⽀援する事業を付与します。また、ビジネスは15年以上前の
ものであるか、ライブエンターテイメント会場または映画館であるか、⽂化地区にあるか、Neighborhoods
OpportunityNeighborhoodに投資する必要があります。詳細および申し込みについては、ここをクリックして
ください。
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エクイティグラント
株式助成⾦は、以上の助成⾦は$ 5,000他のプログラムからの融資で$ 20,000受けていない企業を⽀援します。
事業主の世帯は、地域の中央値収⼊に基づいて、極端に低い収⼊から中程度の収⼊として適格である必要が
あります。資格の詳細と申し込みについては、ここをクリックしてください。  
 
SBAの更新
レストラン活性化基⾦–現在オープン
レストラン活性化基⾦（RRF）は、事業ごとの$ 1,000万の物理的な場所あたりせいぜい$ 500万までの彼らの
パンデミック関連収益の損失に等しい資⾦調達とレストランを提供します。資⾦が2023年3⽉11⽇までに適格
な⽤途に使⽤される限り、受領者は資⾦を返済する必要はありません。適格な事業体にはレストランが含ま
れます。フードスタンド、フードトラック、フードカート。ケータリング; バー、サルーン、ラウンジ、居
酒屋。スナックバー; パン屋; ブリューパブ、テイスティングルーム、タップルーム。醸造所と地ビール醸造
所; とりわけワイナリーや蒸留所。RRFプログラムの詳細については、www.sba.gov / restaurantsにアクセスし
てください。申請するには、h�ps：//restaurants.sba.gov/にアクセスしてください。   
 
基⾦の申請に⽀援が必要なサンフランシスコの事業主は、市の提携組織の1つに連絡することができます。
上記の「お知らせ」の「レストラン活性化基⾦への申請のサポート」を参照するか、oewd.org / covid19にア
クセスしてください。
 
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）–現在オープン
Shu�ered Venue Operators Grant（SVOG）アプリケーションポータルは、ライブ会場、ライブ舞台芸術組織、
美術館、映画館の運営者、ライブ会場のプロモーター、舞台プロデューサー、才能の代表者が重要な経済的
救済を申請できるようになりました。SVOGプログラムは、助成⾦のために以上$ 16.2億充当されました。こ
れらの資⾦のうち、少なくとも20億ドルは、最⼤50⼈のフルタイム従業員がいる適格なSVOGアプリケーショ
ンのために予約されています。適格な申請者は、1回の助成⾦で最⼤1,000万ドルまで、総収⼊の45％に相当
する助成⾦を受ける資格があります。SBAは、先⼊れ先出し法でSVOG申請を受け付け、申請を受け取ったと
きにそれぞれの優先期間に申請者を割り当てます。詳細および申請については、
h�ps：//www.svograntportal.sba.gov/s/にアクセスしてください。  
 
給与保護プログラム（PPP ）– 2021年5⽉31⽇まで延⻑
最後の⽉、社⻑ジョー・バイデンは、給与保護プログラムを拡張し、法律に2021年のPPP延⻑法に署名した
ため2021年5⽉31⽇にさらに2ヶ⽉、その後、残っているプロセス・アプリケーションにSBAのための追加の30
⽇間の期間を設けます保留中。以前にPPPローンを受け取ったことがない場合は、First DrawPPPローンを利
⽤できます。以前にPPPローンを受け取ったことがある場合、特定の企業はセカンドドローPPPローンの対象
となります。詳細については、SBA.org / PPPにアクセスしてください。 
 
 
COVID-19関連の発表とリソースの最新情報を⼊⼿するには、h�ps：//sfosb.org/subscribe-small-business-e-
newsでe-newsにサインアップしてください。
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