


目次

インターネット申込システムの流れ

【ステップ１】メールアドレス登録 ・・・・・Ｐ３

【ステップ２】申込情報入力 ・・・・・Ｐ４

【ステップ３】書類添付（アップロード） ・・・・・Ｐ６

書類添付（アップロード）順序① ・・・・・Ｐ７

ー 〃 ー 順序② ・・・・・Ｐ10

ー 〃 ー 順序③ ・・・・・Ｐ13

【ステップ４】内容確認 ・・・・・Ｐ14

【ステップ５】申込完了 ・・・・・Ｐ15

【作業中断】 一時保存 ・・・・・Ｐ16

（参考１）インターネット申込システム申込情報入力項目の一覧 ・・・・・Ｐ23

（参考２）必要書類の一覧 ・・・・・Ｐ32



インターネット申込システムの流れ



メールアドレス
登録

ステップ１
・お申込人さまのメールアドレスの登録
① お申込人さまのメールアドレスを入力
②「ご利用にあたっての注意事項・同意事項」をお読みいただき、チェックボックスにチェック
③「同意してメール登録」をクリック
※ドメイン指定受信を設定されている場合、次のドメイン（@jfc.go.jp）を受信できるように設定
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申込情報入力

ステップ２
・申込情報入力フォームへのアクセス

○ アドレス登録完了後に送られてくるメールのURLにアクセス

※ＵＲＬの有効期限は発行から24時間
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申込情報入力

ステップ２
・申込情報入力フォームへのアクセス
① お申込人さまの氏名・住所、申込金額などを入力
②（公庫とのお取引がある場合）お支払額明細書をご確認のうえ、明細書記載のお取引番号を入力・

支店名を選択
※お取引番号・支店名は正確に！！（誤っていた場合、お手続きに時間がかかる場合があります。）

申込情報入力項目の一覧はＰ23～30を参照ください。
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書類添付

ステップ３
〇 必要書類の電子データを準備

電子データのファイル形式

確定申告書・決算書・勘定科目明細書 PDF形式のファイル

上記以外 Excel、Word、PDF形式のファイル（推奨）

ファイルの圧縮

確定申告書・決算書・勘定科目明細書 決算期ごとに圧縮

上記以外 同一項目ごとの圧縮は可

圧縮ファイル

（例）
運転免許証

（例）
見積書

圧縮ファイル

（例）
確定申告書
（第〇期）

（例）
決算書

（第〇期）

（例）
勘定科目明細書
（第〇期）

圧縮ファイル

（例）
営業許可証
（Ａ店分）

（例）
営業許可証
（Ｂ店分）

（例）
営業許可証
（Ｃ店分）
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書類添付
順序①

ステップ３ ・資料アップロード画面へのアクセス
① 資料アップロード画面は、別画面が起動（順序①）
② 資料アップロード画面でのお手続き後は、元の画面でお手続き（順序②）

順序②

順序①

資料アップロード画面（別の画面）に移行
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書類添付
順序①

ステップ３
・資料のアップロード

〇 ファイルを「ドラッグ&ドロップ」または「選択」から指定

※「属性情報」ボタンは使用しません。
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書類添付
順序①

ステップ３
・資料のアップロード
① 全ての必要書類の「ドラッグ&ドロップ」または指定後、画面下部の【アップロード】をクリック
② 「アップロード成功」の表示でアップロード完了
※「アップロード成功」の「ＯＫ」をクリックで、「資料アップロード画面」の初期画面に戻ります。

タブの切り替えなどで元の画面に戻り、お手続きを進めてください。
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【資料アップロード画面】を
閉じる際に、元の画面を一緒
に閉じると、再度、最初から
お手続きが必要となりますの
でご注意ください。



項番①～⑥については、すべての書類
項番⑦、⑧については、該当する書類
（グレー網掛けになっていない書類）

法人の方 個人の方

項番①～⑦については、すべての書類
項番⑧～⑩については、該当する書類
（グレー網掛けになっていない書類）

「必要書類 提出済」の
チェックは不要

書類添付
順序②

ステップ３
・チェックボックスのチェック
すべての必要書類を本サービスでご提出される場合

〇 本サービスでアップロードされた書類にチェック
※ 「必要書類 提出済」のチェックは不要
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法人の方 個人の方

「必要書類 提出済」
にもチェック

本サービスでご提出（アップロード）された書類のみチェック

書類添付
順序②

ステップ３
・チェックボックスのチェック
一部の必要書類を本サービスでご提出され、かつ、他の必要書類は窓口・郵送等でご提出済である場合

①本サービスでアップロードされた書類のみチェック
②「必要書類 提出済」にもチェック
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法人の方 個人の方

「必要書類 提出済」
のみにチェック

チェックは不要

書類添付
順序②

ステップ３ ・チェックボックスのチェック
すべての必要書類を窓口・郵送等でご提出済である場合

〇 「必要書類 提出済」のみにチェック
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順序③

書類添付
順序③

ステップ３
・確認画面へ

○ 必要書類のアップロードとチェックボックスのチェック後、【確認画面へ】をクリック

※ ご提出が必要な書類にチェックがついていない状態では、確認画面に進めません。
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内容確認

ステップ４
・内容確認

① 修正がある場合は「修正する」をクリック
② お申込み内容の控えが必要な場合は、「当画面を印刷する」をクリック
③ 内容を確認し、最後に「申込む」をクリック
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お申込みデータ受付完了メール

申込完了

ステップ５ ・申込完了

〇 お申込みが完了後、「お申込みデータ受付完了メール」を受信
※ 公庫支店への問い合わせには、お客さまの登録番号を利用
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一時保存

作業中断
・申込情報入力フォームでの一時保存（初回保存時）

① 申込情報入力フォームにある「一時保存」をクリック
② 一時保存パスワードを設定
※ パスワードは８文字以上20文字以内（英字・数字・記号をすべて使用したもの）
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一時保存

作業中断
・申込情報入力フォームでの一時保存（２回目以降保存時）

① 申込情報入力フォームにある「一時保存」をクリック
② 「前回のパスワードを継続して利用」または「パスワードを再設定」
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一時保存

作業中断
・申込手続きの再開

① 一時保存パスワード登録完了後に送られてくるメールのURLにアクセス
② 登録したパスワードを入力しログイン
※ 申込情報入力フォームに再度アクセスします。

一時保存完了メール
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一時保存

作業中断
・書類提出画面での一時保存（初回保存時）

① 必要書類提出フォームにある「一時保存」をクリック
② 一時保存パスワードを設定
※ パスワードは８文字以上20文字以内（英字・数字・記号をすべて使用したもの）
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一時保存

作業中断
・書類提出画面での一時保存（２回目以降保存時）

① 必要書類提出フォームにある「一時保存」をクリック
② 「前回のパスワードを継続して利用」または「パスワードを再設定」
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一時保存

作業中断
・申込手続きの再開

① 一時保存パスワード登録完了後に送られてくるメールのURLにアクセス
② 登録したパスワードを入力しログイン
※ 書類提出画面で一時保存しても、申込情報入力フォームへのアクセスとなります。

一時保存完了メール



（参考１）

インターネット申込システム

申込情報入力項目の一覧



申込人に関する情報

入力内容（法人の場合） 方法 条件

法人・個人区分 選択

必須

法人名（漢字等） 入力

法人名（フリガナ） 入力

代表者の氏名（漢字等） 入力

代表者の氏名（フリガナ） 入力

代表者の性別 選択

代表者の生年月日 選択

創業年月 選択
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入力画面（イメージ） 入力項目



申込人に関する情報・本店所在地

入力内容（法人の場合） 方法 条件

郵便番号 入力

必須
都道府県 選択※１

市区郡町村 入力※１

丁目・番地等 入力

建物名・部屋番号等 入力 任意

電話番号 入力
必須

不動産の借用・所有区分 選択

申込人に関する情報・営業所所在地※２

所在地区分（本店と別・同じ） 選択 必須

※１ 郵便番号検索で入力可能
２ 所在地区分が「本店と別」の場合は、本店所在地と

同項目を入力
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入力画面（イメージ） 入力項目



申込人に関する情報・代表者住所

入力内容（法人の場合） 方法 条件

所在地区分
（本店・営業所と別）
（本店または営業所と同じ）

選択 必須

（本店・営業所と別の場合）

郵便番号 入力

必須
都道府県 選択※

市区郡町村 入力※

丁目・番地等 入力

建物名・部屋番号等 入力
任意

電話番号 入力

不動産の借用・所有区分 選択 必須

主な郵送先

主な郵送先
（本店・営業所・代表者自宅）

選択 必須

※ 郵便番号検索で入力可能 25

入力画面（イメージ） 入力項目



申込人に関する情報

入力内容（法人の場合） 方法 条件

業種分類（大分類・中分類） 選択

必須業種名 入力

従業員数 入力

代表者携帯電話番号 入力 任意

メールアドレス 自動補てん※

メールマガジン配信希望の有無 選択 任意
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※ 当初、登録したメールアドレスが自動補てん

入力画面（イメージ） 入力項目



申込人の家族に関する情報

入力内容（法人の場合） 方法 条件

家族の有無 選択 必須※

（家族が有の場合）

家族氏名（漢字等） 入力

任意

家族氏名（フリガナ） 入力

家族年齢 入力

代表者との続柄 選択

家族職業 選択

※ 初期画面では「有」が選択されている。「無」を選択する
と家族情報入力画面が非表示となる。
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入力画面（イメージ） 入力項目



申込内容

入力内容（法人の場合） 方法 条件

申込金額 入力

必須資金使途
運転・設備別の申込金額

選択・
入力
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入力画面（イメージ） 入力項目



申込内容

入力内容（法人の場合） 方法 条件

希望返済期間 入力 必須

元金据置の希望の有無
（有の場合：据置期間）

選択 必須

口座振替の金融機関名
（金融機関業態）

入力・
選択

必須

口座振替日 選択 必須
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入力画面（イメージ） 入力項目



申込内容

入力内容（法人の場合） 方法 条件

公庫との取引の有無
（有の場合：取引番号）

選択・
入力

必須
支店窓口 選択

借入希望日 選択

不動産等担保の提供の希望 選択 必須※

経営者保証免除制度の希望 選択 任意

※ 初期画面では「希望しない」が選択されている。
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入力画面（イメージ） 入力項目



（参考２）

必要書類の一覧



※上記のほかに、ご面談の際に帳簿等の資料のご提出をお願いしております。

（注１）１ 税務申告が１期しか完了していない方は１期分をご準備ください。事業をはじめて間もない方で税務申告未了の場合はご提出の必要はありません。
２ お申込の都度、最近２期分の確定申告書（一式）または確定申告書・決算書のご提出が必要です。
３ マイナンバー（個人番号）が記載されている場合は、黒塗りして読み取れないようにしてからご提出ください。

（注２）直近の決算期から６カ月以上経過している場合はご提出ください。

法人
営業の
方

① 最近２期分の確定申告書・決算書（勘定科目明細書を含みます。）（注１）（推奨：ＰＤＦ形式。圧縮する場合は、ＺＩＰ形式） －

② 最近の試算表（注２）

③ 見積書（設備資金をお申込の方） －

④ 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 （Word） （PDF） （新型コロナウイルス感染症特別貸付をご希望される方） 記入例

現在
お取引が
ない方

⑤ 法人の履歴事項全部証明書または登記簿謄本 －

⑥ いずれかの書類をご準備ください。
Ａ 下記Ｂ、Ｃのいずれにも該当しない場合 ⇒ 企業概要書（Excel） （PDF）
Ｂ 新型コロナウイルス感染症特別貸付をご希望される場合 ⇒ ご商売の概要（お客さまの自己申告書）（Excel） （PDF）
Ｃ これから事業を開始される場合、事業を開始して間もない場合 ⇒ 創業計画書（Excel） （PDF）

記入例

⑦ 代表者の運転免許証（両面）またはパスポート（顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ） －

⑧ 許認可証（飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方） －

法人の履歴事項全部証明書・登記簿謄本はオンラインや郵送でも
申請できます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

〇 必要書類の電子データを準備ください。〇 必要書類の電子データを準備ください。
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法人の方法人の方



※上記のほかに、ご面談の際に帳簿等の資料のご提出をお願いしております。

（注１）１ 税務申告が１期しか完了していない方は１期分をご準備ください。事業をはじめて間もない方で税務申告未了の場合はご提出の必要はありません。
２ お申込の都度、最近２期分の確定申告書（一式）または確定申告書・決算書のご提出が必要です。
３ マイナンバー（個人番号）が記載されている場合は、黒塗りして読み取れないようにしてからご提出ください。

（注２）直近の決算期から６カ月以上経過している場合はご提出ください。

個人
営業の
方

① 最近２期分の確定申告書（一式）（注１）
（青色申告の方は青色申告決算書、いわゆる白色申告の方は収支内訳書を含みます。）

－

② 見積書（設備資金をお申込の方） －

③ 新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少の申告書 （Word） （PDF） （新型コロナウイルス感染症特別貸付をご希望される方） 記入例

現在
お取引が
ない方

④ いずれかの書類をご準備ください。
Ａ 下記Ｂ、Ｃのいずれにも該当しない場合 ⇒ 企業概要書（Excel） （PDF）
Ｂ 新型コロナウイルス感染症特別貸付をご希望される場合 ⇒ ご商売の概要（お客さまの自己申告書）（Excel） （PDF）
Ｃ これから事業を開始される場合、事業を開始して間もない場合 ⇒ 創業計画書（Excel） （PDF）

記入例

⑤ 運転免許証（両面）またはパスポート（顔写真のページおよび現住所等の記載のあるページ） －

⑥ 許認可証（飲食店などの許可・届出等が必要な事業を営んでいる方） －

法人の履歴事項全部証明書・登記簿謄本はオンラインや郵送でも
申請できます。詳しくは法務省ホームページをご覧ください。

〇 必要書類の電子データを準備ください。〇 必要書類の電子データを準備ください。
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個人の方個人の方






