
コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金
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5/31
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◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円
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認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
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まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92
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中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）
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❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金
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まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月
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※まん延防止等重点措置期間延長
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認証店❷

非認証店
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72万円～240万円
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63万円～210万円
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●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円
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3/25
まで
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準備中
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中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）
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法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
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❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ
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❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ
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朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ
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※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は
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比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250
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お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円
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給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月
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認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円

認証店❶

認証店❷

認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

◆給付額（上限）：

●2/14～3/6
認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円

63万円～210万円

申請受付
3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）
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まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高
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２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円
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認証店❷

非認証店

非認証店

72万円～240万円
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63万円～210万円

◆給付額（上限）：
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認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円
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3/25
まで
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準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター
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売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円
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認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗
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❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金
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◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円
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認証店❶

認証店❷ 非認証店

52.5万円～157.5万円
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3/25
まで

申請受付
準備中

お問い合わせ 0570-0567-92

お問い合わせ 0120-789-140

中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

コロナ禍の事業者支援

売上高減少率 個人事業主

法人/年間売上高※

1億円以下
1億円超～

5億円以下
５億円超

▲50%以上 ５０万円 １００万円 １５０万円 ２５０万円

▲３０％以上 50%未満 ３０万円 ６０万円 ９０万円 １５０万円

区 分

認 証 店 非 認 証 店

「感染防止徹底点検済証」の交付を受け、かつ店頭に掲示している店舗 点検済証の交付を受けていない、または掲示していない店舗

営業時間短縮と

酒類提供及び

持ち込み

❶朝５時から夜９時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを午前 11時～夜８時までとする

❷朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

朝５時から夜８時までに営業時間を短縮（休業を含む）かつ

酒類提供・持ち込みを終日行わない

人 数

同一グループの同一テーブルへは４人以内

※「対象者全員検査」制度を活用し、全員の陰性を確認した場合は

同一グループの同一テーブル案内は５人以上を可とする

同一グループの同一テーブルへは４人以内

コロナ禍の事業者支援国＆都

２０２２年３月までの見通しを立てられるよう、地域・業種を問わず事業規模に応じて給付される支援金

◆対象：２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月の売上高が、２０１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月の売上高と

比較して５０％以上または３０％以上５０％未満減少した事業者（中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業主）

法人最大 個人最大50万円万円250

まん延防止等重点措置の適用に伴い、東京都の営業時間短縮要請に応じた飲食店等に支給される協力金

（飲食店等対象）

申請受付
5/31
まで

◆算出式：定められた上限額を超えない範囲で

※基準月（２０１８年１１月～２０２１年３月のうち売上高の比較に用いた月）を含む事業年度の年間売上高

給付額＝（基準期間※１の売上高）－（対象月※２の売上高）×５カ月

※１-基準期間：２０１８年１１月～２０１９年３月、２０１９年１１月～２０２０年３月または

２０２０年１１月～２０２１年３月のいずれかのうち、売上高の比較に用いた月を含む期間

※２-対象月：２０２１年１１月～2022年３月のいずれかの月

●1/21～2/13

●1/24～2/13

※まん延防止等重点措置期間延長

認証店❶ 60万円～180万円
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72万円～240万円
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中小

（ネット申請が難しい方にはサポート会場もあります）

感染拡大防止協力金コールセンター

商 店 街 ニ ュ ー ス ２０２２年（令和４年）３月５日第１１７０号（３）


