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中⼩企業ニュースレターのオフィス
 
件名：SFを拡⼤Error追加ビズ。スモールビズ30⽇間チャレンジ
 
 
2021年4⽉15⽇
 
 
親愛なる読者、
 
今週はいくつかのエキサイティングな発表で幕を開けました。今週初め、ブリード市⻑は、サンフランシス
コの16歳以上のすべての⼈々がCOVID-19ワクチンを接種する資格があると発表しました。E ligible個⼈の
houldの訪問SF.gov/はgetvaccinatedワクチンを受けるためのオプションについては、とのリンクを⾒つけるた
めに、スケジュールの予定にトン異なるワクチン接種のサイトを。     
 
以下は、中⼩企業向けの発表とリソースのまとめです。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：
中⼩企業の30⽇間の課題
昨⽇、市⻑ロンドン・ブリードジョイン編中⼩企業委員会委員⻑sharkyがLaguanaとサンフランシスコ市交通
庁取締役および中⼩企業経営者マニーYeku�elを中⼩企業30⽇間チャレンジのための打ち上げのために。5⽉
は、中⼩企業だけで買い物や⾷事ができますか？ブリード市⻑は、5⽉1⽇以降、市の住⺠に中⼩企業やレス
トランのみをひいきにするよう促します。この課題は、住⺠に近隣の商業回廊でお⾦を使うことを検討させ
ることを⽬的としています。サンフランシスコは、中⼩企業がなければ、ユニークで活気のある街ではあり
ません。これまで以上に、地元の中⼩企業は私たちのサポートを必要としています。
 
あなたはハッシュタグでお気に⼊りの中⼩企業で⾃分のポスト写真を参加させたい場合は＃
SmallBizChallenge 。⾏くsmallbiz30.com誓約書への署名をしてもらうTwi�erで@ smallbiz30に従うことによっ
て更新を。地元の中⼩企業の提案については、legacybusiness.orgとshopdine49.comにアクセスしてくださ
い。  
 
SFは追加の事業と活動を拡⼤します
昨⽇、M ayor LondonBreedとHealthDirectorのDr.Grant Colfaxは、サンフランシスコが再開し、オレンジ層に割
り当てられた郡に対して州が許可する追加の活動を拡⼤すると発表しました。新規および拡張されたビジネ
スおよび活動は、必要な容量制限およびその他の安全プロトコルに準拠している限り、2021年4⽉15⽇⽊曜⽇
の午前8時に再開できます。
 
次のアクティビティが再開される場合があります。  
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屋内のチケットと着席のパフォーマンス、観戦スポーツ、その他のライブイベント
ライブスポーツ、演劇芸術、⾳楽パフォーマンス、卒業式などの屋内のチケットと着席のイ
ベントは、州の社会的距離のガイドラインが可能である限り、承認された安全衛⽣計画を持
つ州内の聴衆に最⼤35％の収容能⼒を開放する可能性があります維持されます。スイートと
ボックスは、容量の25％と3世帯に制限されています。すべての参加者は、世帯間の距離が6フ
ィート以上ある指定された売店エリアで飲⾷する場合を除いて、マスクを着⽤したままにす
る必要があります。すべてのカリフォルニア州の住⺠12歳以上は必要があります⽰してどち
らかの予防接種の証明または負COVID-19のテストを、そして任意の州外の訪問者はワクチン
接種の証明書を提⽰していただく必要があります。                       
予防接種のみのセクション。オペレーターが州の最⼩要件を満たし、（1）16歳以上のすべて
の常連客が会場に⼊る前に完全に予防接種を受けていることを確認した場合、会場は距離要
件を解除し、スイートを含む特定のセクションを100％の容量で操作できます。2〜15歳で、完
全に予防接種を受けた親または保護者を同伴する常連客には、COVID-19検査が陰性である必
要があります。（3）予防接種のみのセクションのすべての常連客は、特に断りのない限り、
常にフェイスカバーを着⽤する必要があります。顔⾯カバー命令により免除され、（4）保健
官から安全衛⽣計画の事前承認を受ける。予防接種のみのセクションのすべての常連客は、
会場の許容収容⼈数にカウントされます。        
承認された健康と安全計画がされているイベントを必要としないこれ以上より200⼈の観客ま
たは最⼤15％のへの少ない⽅の容量、およびそれは、ワクチン接種のみの部分を持っていま
せんが、これらのイベントは、すべてに準拠する必要がありますその他の安全規則。     
COVID-19検査またはワクチン接種が陰性であることの証明は、観客が200⼈以下、または最⼤
15％の収容⼈数のいずれか少ない⽅のイベントでは必要ありません。ただし、⾷べ物や飲み
物が提供されない場合、またはそれより少ないイベントでは必要ありません。飲⾷サービス
を含む聴衆の50⼈以上。          

屋内会議とプライベートイベント 
会議、会議、レセプション、およびその他のプライベートイベントは、物理的な距離の要件
を満たす予約済みまたは割り当てられた座席に最⼤150⼈の参加者がいる屋内で再開できま
す。すべての参加者は、ワクチン接種の証拠またはCOVID-19検査が陰性であることを⽰さな
ければなりません。  
屋内ダイニングガイドラインで許可されている飲⾷物。  

屋外ミーティングとプライベートイベント 
イベントが屋外で⾏われる場合、ワクチン接種の証明またはCOVID-19テストが陰性の場合は
最⼤100⼈の参加者が許可され、ワクチン接種の証明またはCOVID-19テストが陰性の場合は最
⼤300⼈の参加者が許可されます。  
屋外ダイニングガイドラインで許可されている飲⾷物 

⾼齢者および成⼈向けデイケア施設にサービスを提供するコミュニティセンター 
シニアコミュニティセンターとデイケア施設は、最⼤25⼈まで25％の収容能⼒で再開できま
す。飲⾷サービスまたはアクティビティは、現時点では閉鎖されたままです。    

 
以下の活動は、現在のガイドラインの下でそれらの運⽤能⼒を拡⼤する可能性があります。  

屋外のチケットと着席のパフォーマンス、観戦スポーツ、その他のライブイベント 
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ライブオーディエンスによる屋外のチケットと着席のイベントは、承認された安全衛⽣計画
で最⼤50％の容量に拡⼤できます。州の社会的距離のガイドラインを維持できる限り、割り
当てられた座席で飲⾷する場合を除き、すべての参加者はマスクを着⽤したままにします。
カリフォルニア州の住⺠12歳以上は必要があります⽰してどちらかの予防接種の証明または
負COVID-19のテストを、そして任意の州外の訪問者は、彼らが完全にされていることを証明
⽰さなければならない予防接種を。             
予防接種のみのセクション。オペレーターが州の最⼩要件を満たし、（1）16歳以上のすべて
の常連客が会場に⼊る前に完全に予防接種を受けていることを確認した場合、会場は距離要
件を解除し、スイートを含む特定のセクションを100％の容量で操作できます。 2〜15歳で、
完全に予防接種を受けた親または保護者を同伴する常連客には、COVID-19検査が陰性である
必要があります。（3）予防接種のみのセクションのすべての常連客は、特に断りのない限
り、常にフェイスカバーを着⽤する必要があります。顔⾯カバー命令または座席での飲⾷に
より免除され、（4）保健官から安全衛⽣計画の事前承認を受けます。予防接種のみのセクシ
ョンのすべての常連客は、会場の許容収容⼈数にカウントされます。     
4,000⼈未満の聴衆がいるイベントで、⾷べ物や飲み物が含まれていない場合は、予防接種の
証明や陰性検査は必要ありません。    
500〜1,000のイベント含まれていない観客⾷品をして飲料が必要と健康と安全計画するDPHに
提出することをが、承認を必要としません。       
イベントの少ないより100⼈の観客と予防接種専⽤セクションなしでは必要ありません承認健
康安全計画や予防接種の証明または負COVID-19のテストを。         

野外芸術、⾳楽、演劇、お祭り  
主催野外芸術やパフォーマンスイベントは予約と座席のための要件なしに⾏うことができる
50⼈のまでの聴衆のメンバーとの健康と安全、少なくとも5⽇間のイベントの前に提出した計
画。フェスティバルには、州内の居住者、または完全な予防接種の証拠を⽰す州外の訪問者
のいずれかが参加できます。聴衆間の社会的距離を維持する必要があります。                
着席の譲歩は、屋外での⾷事またはバーの健康ガイドラインに従って、8⼈のグループに拡⼤
されます。    

アウトドアダイニング 
屋外での⾷事は、世帯数に制限なく、1テーブルあたり最⼤8⼈まで拡⼤します。グループ予
約は最⼤25⼈まで拡⼤され、特定の安全プロトコルを使⽤してテーブル間で混ざり合うこと
ができます。    

バー、ワイナリー、醸造所、蒸留所 
屋外バーは、世帯数に制限なく、テーブルごとに最⼤8⼈まで拡張でき、屋外ダイニングルー
ルに従ってグループ予約を⾏うことができます。  
誠実な⾷事を提供しない屋内バー、ワイナリー、醸造所、蒸留所は閉鎖されたままです。   

屋内ファミリーエンターテインメント 
すべての参加者が予防接種の証明またはCOVID-19検査の陰性を提⽰した場合、オレンジ⾊の
層内で許可されている家族向けレクリエーション施設の収容⼈数が最⼤50％増加する可能性
があります。    

ドライブインイベント 
飲⾷物が消費されていない場合、25％の⾞両容量で最⼤25⼈までの⾞両ごとに複数の世
帯。       
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遊覧船とバス  
乗客数に制限はなく、収容⼈数は拡⼤する可能性があります。 
屋内エリアは、必要な安全プロトコルに従って開く場合があります。 

ライブストリーミングと放送を含む映画とメディアの制作  
屋内および屋外の映画製作は、必要なテストおよびその他の安全プロトコルが実施されてい
るか、「COVID-19職場復帰協定」の対象である場合、1か所で最⼤50⼈で進めることができま
す。   
他のすべての作品には、承認された安全衛⽣計画が必要です。 

育児と⻘少年の学校外時間プログラム 
屋外の収容⼈数は、⼈員を除いて最⼤50⼈の参加者に拡⼤する可能性があり、若者は⼀度に2
つ以上のプログラムに参加できます。  
屋内の収容⼈数は、⼈員を除いて最⼤25⼈の参加者に拡⼤する可能性があります 

成⼈教育、職業教育、および⾼等教育機関  
屋外クラスは50⼈の参加者に拡⼤する可能性があります 
対⾯ツアーは、K-12の安全規則に従って適⽤される場合があります
教育機関は、キャンパスに戻るか、州外から不必要な旅⾏のために到着したときに、ワクチ
ン未接種の学⽣に10⽇間の検疫を要求することを強くお勧めします。また、そのような旅⾏
後10⽇間の検疫を希望するワクチン未接種の学⽣にも対応する必要があります。 

屋内スポーツとレクリエーション    
⾮公式の屋内レクリエーションには、世帯数に制限のない最⼤12⼈を含めることができま
す。 
組織化され監督された状況で⾏われる屋内レクリエーションは、各チームの25⼈の参加者か
らなる安定したグループに拡⼤する可能性があり、観客は州によって設定された規則に従っ
て許可されます。  
カリフォルニア州のチームとの試合が再開される場合があります。州外への旅⾏や州外のチ
ームとの試合はありません。    
⻘少年と成⼈は、⼀度に2つ以下のチームまたはプログラムに参加することが推奨されます
が、必須ではありません。ただし、屋内の⾼接触スポーツは、⼀度に1つのアクティビティに
制限する必要があります。      
屋内スイミングプールでは、レーンごとに最⼤2⼈のスイマーが、プールの外側で25％の容量
とフェイスカバーを維持できます。   

アウトドアスポーツとレクリエーション   
⾮公式のアウトドアレクリエーションには、世帯数に制限のない最⼤25⼈を含めることがで
きます。  
組織化され監督された状況で⾏われるアウトドアレクリエーションは、チームごとに50⼈の
参加者からなる安定したグループを含むように拡⼤する可能性があり、観客は州によって設
定されたアウトドアの集まりや規則に従って許可されます。    
カリフォルニア州全体のチームとの試合が再開される場合があります。州外への旅⾏や州外
のチームとの試合はありません。  
⻘少年と成⼈は、⼀度に2つ以下のチームまたはプログラムに参加することが推奨されます
が、必須ではありません。ただし、屋内の⾼接触スポーツに参加する場合は、⼀度に1つのプ
ログラムにしか参加できません。  
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屋外プールは、プールの外で距離と顔を覆う必要がある場合、フルキャパシティーとレーン
ごとに最⼤4⼈のスイマーに拡張できます。      
屋外の遊び場は、距離を置く必要がある場合、最⼤容量まで拡張される可能性があります。 

屋内集会 
まだ強くお勧めできませんが、⼩規模な屋内の懇親会は、定員の25％未満、または常に顔を
覆っている25⼈まで拡⼤され、距離と換気の対策が推奨されます。完全に予防接種を受けた
個⼈が参加する⼩規模な屋内集会には、特別な規則と⼿当が適⽤されます。      

屋内の宗教活動 
屋内の宗教活動は、最⼤50％の容量に制限されたままです。収容⼈数のガイドラインは、屋
内の宗教サービスの安全プロトコルに従って、礼拝の家だけでなく、家やその他の屋内環境
にも適⽤されます。あるいは、個⼈は⼩さな集会規則の下で宗教運動のために⾮公式に屋内
に集まることができます。          

屋外の集まり 
⼩さな屋外懇親会には、顔の覆いを常に着⽤している50⼈までできるように拡張されている-
参加者がいる場合は25⾷べたり飲ん。      

 
以下の活動は、以下に説明するように安全プロトコルを緩める可能性があります。 

屋内ダイニング 
屋内ダイニングはテーブルトップクッキングを含むように拡張され、午後11時のサービス終
了要件が解除されます。テーブルはまだ3世帯までの6⼈に制限されています。     

⼩売り 
⼩売店や⾷料品店は、ワクチン未接種の⾼齢者やその他の脆弱な常連客に特別な時間を提供
するよう強く求められなくなりました。  
バルクビンは、特別な看板を必要としなくなりました。 

ホテル 
清掃担当者は、通気孔のないN-95を着⽤する必要がなくなりましたが、要求された場合は無
料で提供する必要があります。彼らはよくフィットしたマスクを着⽤し続ける必要がありま
す。     
スパサービスは、屋内パーソナルサービスのガイドラインに従って客室で提供される場合が
あります。要求された場合、スパサービスプロバイダーは、その担当者に無料で通気孔のな
いN-95マスクを提供する必要があります。     

ジムとフィットネス 
⽂房具（スピンバイクとトレッドミルのような）好気性機器は6フィート離れて配置すること
ができますし、好気性フィットネス静⽌機器を使⽤するクラス再開することができ、参加者
間の間隔6⾜でとDPH-承認換気対策。            

動物園、⽔族館、美術館 
グループ予約とガイド付きツアーが再開される場合があります。  

 
サンフランシスコの再開アップデートは、SF.gov / reopeningからオンラインで⼊⼿できます。    
 
健康秩序と指令の更新
4⽉14⽇の時点で、サンフランシスコ公衆衛⽣局（DPH）は、オレンジ層で許可されている追加のビジネスと
活動の拡⼤を反映するために、健康命令と指令を更新しました。企業は引き続きDPHのWebサイトで業界に

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://sf.gov/reopening
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/files/C19-07-Shelter-in-Place-Health-Order.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ja&u=https://www.sfdph.org/dph/alerts/coronavirus-health-directives.asp


4/15/2021 https://translate.googleusercontent.com/translate_f

https://translate.googleusercontent.com/translate_f 6/8

関連する最新情報を確認し、指令全体を確認する必要があります。必ずあなたのビジネスは、安全衛⽣計画
（HSP）の最新バージョンを持っていることをしてください、社会遠ざけるプロトコル（SDP）と、このよう
な看板の掲⽰など、すべての健康の要件と安全プロトコルに付着しているのと換気の要件秒。
 
レビューするいくつかのリソース/ドキュメントを強調しています。
 

外出禁⽌令C19-07v
C19-07への変更の概要-重要な変更は⻩⾊で強調表⽰されています
ビジネス容量とアクティビティの表–オレンジ層の許可されたアクティビティと容量制限に対する新
しい変更の概要
リソースと安全衛⽣計画（HSP）を含む更新された健康指令
クリックしてここにすべての新規および更新されたDPH指導/先端シートのリストについては、

 
SFレストランウィークとGGRAワクチン接種調査
先週、ゴールデンゲートレストラン協会（GGRA）は、2021年春のサンフランシスコレストランウィークを開
始しました。あなたの地元のレストランをサポートし、クリックして4⽉（⽇曜⽇）18を介して特別なグラ
ンプリのFIXEメニューでのSFのユニークで多様な地域の味を祝うここでは、参加レストランのリストについ
て。
 
さらに、GGRAは、市と公衆衛⽣局がサンフランシスコのレストランやその他の⾷品および農業労働者のワ
クチンへのアクセスを評価するのを⽀援しています。この情報は、私たちがコミュニティに最善のサービス
を提供するために使⽤されます。4⽉17⽇⾦曜⽇までにこのアンケートにご記⼊ください。
 
スタンドトゥギャザーSFイニシアチブ
アジア系アメリカ⼈と太平洋諸島⺠に対する暴⼒の激化、ラテン系アメリカ⼈とアメリカ⼈インディアンに
対するCOVID-19の壊滅的な影響、そしてブラック・ライヴズに対する社会正義の絶え間ない要求を受けて、
私たちが団結して明確にすることがこれまで以上に重要になっています。サンフランシスコには憎しみの場
所はありません。参加SF⼈権委員会をして連帯のために市全体のキャンペーンを開始するために団結イベン
トのシビックセンタープラザでSFイニシアチブを⼀緒にスタンドの上に12から午後2時まで、4⽉17⽇（⼟曜
⽇）。詳細については、h�ps：//standtogethersf.org/にアクセスしてください。
 
OSBが採⽤中–ポリシーアナリスト/コミッションセクレタリーポジション
中⼩企業局および中⼩企業委員会は、すべての中⼩企業、特に歴史的に疎外されたコミュニティが所有する
中⼩企業の成⻑と繁栄を⽀援し、包括的で繁栄するサンフランシスコを育成することに尽⼒しています。政
策や法律を通じてサンフランシスコの中⼩企業の公平性を⾼めることに情熱を注いでいるなら、これがあな
たの仕事かもしれません。
 
こちらの求⼈情報をご覧ください。関⼼のある申請者は、2021年4⽉16⽇⾦曜⽇の午後5時までに申請する必
要があります。
 
 
ウェビナー：
起業家のための法務サービス（LSE）無料法務クリニック– 2021年4⽉15⽇⽊曜⽇午後3時
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4⽉15⽇の午後3時から5時までLSEに参加して、法務クリニックに参加してください。プロボノの弁護⼠が、
事業体の形成、知的財産、契約上の法的問題を抱える中⼩企業に法律相談を提供するために利⽤できるよう
になります。事前に登録が必要となり、Sのようポットが限られています。ここで登録してください：
h�ps：//�nyurl.com/APRIL15CLINIC
 
アメリカ救助計画に関する仮想タウンホール（多⾔語）– 2021年4⽉16⽇⾦曜⽇午前9時
SBA管理者のIsabellaCasillas Guzman、⽶国上院議員のAlex Padilla、および下院議員のLucille Roybal-Allardに加
わって、中⼩企業経営者の景気回復に関する仮想タウンホールディスカッションに参加してください。この
無料のズームイベントでは、American Rescue Planが中⼩企業の回復と再建をどのように⽀援しているかの概
要を説明し、Q＆Aセッションを含めます。
 
参加者は次のことを⾏います。

American Rescue Planと、それが中⼩企業の経営者にどのように役⽴つかについて聞く
中⼩企業の回復プログラムにアクセスする⽅法を学ぶ
それらの近くの地元の中⼩企業のリソースについて調べてください

 
詳細および登録については、ここをクリックしてください。このイベントは、スペイン語、韓国語、北京
語、タイ語、ベトナム語でも同時に開催されます。     
 
サンフランシスコ企業向けのFacebookキャリアコネクション説明会– 2021年4⽉21⽇⽔曜⽇11:00 AM
Facebookは、ヒューマンサービスエージェンシー（JobsNOW ！Program）およびサンフランシスコの経済労
働⼒開発局と協⼒して、50⼈の地元の候補者をトレーニングし、地元企業に配置され、最初の6⼈の賃⾦を
助成するFacebookデジタルマーケターになります。雇⽤の⽉。これは⼀時的なインターンシップではなく、
有意義で相互に有益なフルタイムの雇⽤への道です。   
 
あなたのビジネスがどのようにできるかを学びに来てください：

デジタルマーケティングとソーシャルメディアの分野でFacebookによって精査され訓練された求職者
への接続
Facebook / Instagramで500ドルの広告クレジット
独占的なトレーニング、リソース+サポート

 
詳細および出⽋確認については、h�ps： //careerconnec�onsinfo.splashthat.com/にアクセスしてください。
 
 
資⾦RESOURCE UPDATES ：
SF救済助成⾦–現在オープン中
ロンドンブリード市⻑は本⽇、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
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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に投資している必要があります。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。
 
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。  
 
カリフォルニア中⼩企業COVID-19救済助成⾦–第6ラウンドは4/28に始まります
以前にニュースレターで共有したように、CAGo-BizとCAOffice of Small Business Advocateは、CA Small Business
COVID-19 ReliefGrantに新しいラウンドを追加しました。ラウンド6は、上で開始されます4⽉28⽇⾺を通じて4
Y 。以前のラウンドで助成⾦を受け取るように選択されなかった申請者は、⾃動的にラウンド6に移動するた
め、再申請する必要はありません。新規申請者は申請する必要があります。詳細については、
h�ps：//careliefgrant.com/をご覧ください。
 
SBAの更新
シャッター会場演算⼦グラント（SVOG）- N OW OPEN
シャッター付き会場演算⼦グラント（SVOG）アプリケーションポータルオープンしましたライブ会場、ラ
イブの舞台芸術団体、美術館や映画館、だけでなく、ライブ会場のプロモーター、演劇プロデューサーと才
能の代表の事業者は、重要な経済的な救済を申請するために。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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