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飲食店開業プロデュース業務
運営受託業務

飲食店コンサルティング•フォローアップ業務

概要書
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オリジナル業態開発、海外ブランドの誘致・運営などカフェ、レストランからホテルまで幅広
い業態のオペレーションを100店舗以上行ってきました。わたしたちは飲食店企画・運営
のプロとして、培った経験やノウハウをこれから飲食サービスを始める様々な企業へブラン
ディング視点で店舗開発、運営、サポートなど、飲食事業をスタートする企業の課題解決を
総合的にバックアップします。

さまざまなホスピタリティを提供する
トランジットジェネラルオフィス。
私たちは'%()&*$+、$#(%)&*$+、!"##$%&の
,つを軸に、ブランドの重要性を理解した
企画・運営会社としてクライアントニーズに合わせた
ユニークな飲食店を実現します。
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SERVICE

飲食店開発の専門チームが、クライアントニーズに合わせた
オリジナル業態を開発し、新たなブランドを作るサポートを行います。
基本構想、事業計画、物件選定、店舗設計、メニュー開発、
各種クリエティブ、PR・プロモーションまで飲食開業に関わる
全ての業務を行います。

経営主体はそのまま、飲食店の運営をまるごと受託致します。
販促企画、シフト作成、メニュー開発、予算計画、売上入金報告、
日報月報作成等、店舗オペレーション業務を全て当社が実施致します。
レストラン、ダイニング、カフェ、イベントスペースや、
期間限定の催事出店の運営、海の家の運営等、様々な業態に対応可能です。

運営受託業務
OPERATION

飲食店開業プロデュース業務
CREATION

現状を把握した上で問題の抽出を行い、最善の解決策の提案、
実施内容の検証と改善策の提案を順番にステップアップさせていき、
飲食店を成功に導くためのサポート業務を承ります。

飲食店コンサルティング•フォローアップ業務 
SUPPORT
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Opening Produce

Management contract

consulting  FOLLOW UP
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Opening Produce consulting  FOLLOW UP Management contract

CREATION SUPPORTOPERATION

CASE:1　［開業プロデュース］＋［運営受託］＋［コンサル＆フォローアップ］

CASE:2　［開業プロデュース］＋［コンサル＆フォローアップ］

CASE:3　［開業プロデュース］のみ

CASE:4　既存クライアント店舗の［運営受託］＋［コンサル＆フォローアップ］

CASE:5　既存クライアント店舗の［コンサル＆フォローアップ］のみ

SERVICE
-サービスの組み合わせパターン-

CREATION SUPPORTOPERATION

CREATION SUPPORTOPERATION

CREATION SUPPORTOPERATION

CREATION SUPPORTOPERATION
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わたしたちは各分野のスペシャリスト集団です。
プロジェクトの目的達成に向けてALLトランジットで事業のサポートをさせていただきます。

OUR TEAM

PRODUCER

CHEF
supervisor

プロデューサー

料理監修シェフ

ഐೊ೫ಓ㛬ၡ⽎౼
ಋၧ⢦⌬㱜ಮ್ഏട
ഊഖಣಌధഌೇഖ೫ಓ
ᢕ⟟౼಄౩⯶㯐ഞട
ಷႥಯ࿀౷ರ಄ದಓ೪ೆഏ
ഊഖಷᵓ౼ಣ౾న

ೖഖೞ೫ಐᐗಀ಄ഄ೮
ഈട㯉⦊ಷ㑱౩ಣ౾నಣ಄
ధᜭ㥭ಓⶸᾳಮ౼౩ೊ
ಷᵨ⾁౼ధೖഌഏടഊ
ഖಓ㷏㶿⯶㯐ಷഐ೪ഈ
ട౾ರ౸ಧᐈಌ౾న

INTERIOR
DESIGNER

Barista
supervisor

インテリアデザイナー

コーヒー監修バリスタ

ೖഖೞ೫ಐᐗಀ಄⯶㯐
㖘㕼ಷᢕἧనᜭ೪ೇ
೭ടᗠሹㇾᐜ೪ೇ೭
ടಓ㣥Ḽಧ㑱౩ధഉ೮ട
ಏ⯶㯐ಷႥಯ㑱౩ಉಉధ
㷏㶿ᩤ౼ಋಓ≟ᮌಧ
ᵓᄄ౼ಣ౾న

ೖടടಓ⩯㙬ಷᨯᩛ⚂
⩯౼಄ೢధടഎ
ೊధഏ೫ഌഖಏಎಌ
౺ಣ౻ಣಏടഖಌ‐㻂
ಓྷ⁞ಷḂთ౾ರ಄ದಐధ
‐㤜ಏೖടട㚦ಓഏഖ
೬ೞഏ೫ಷ㑱౩ಣ౾న

Kitchen
PLANNER

Bartender
supervisor

キッチンプランナー

カクテル監修バーテンダー

Ꮝಓഏೇ೫≟ᮌ
ಔధᗋ㠟➗ధᬧ↿ᒦಓႥ↿
➗ಏಎᜰಓ㔳ⶸಐᬉ
㵑౼ಣ౾నలႥ↿ጮ⹂ళಷ
ᰬ㙬౼಄࿀ಌధ➗⦓ಏ
೦ഖ೪ೇഖಓ౹Ḃ
ಷ౺ಀಋ㵓ಣ౾న

೩എಷ㷏ಥᾊ㯐ᨢ
㳪ಐಭರኝ㶖ಷ㑱౩ధ⧔
ᄍട೩ഖೣടഏధ
ഁ೮ഈഎధഄ೮ഈട⇼᳛
ಷ౹Ḃ౼ಣ౾న

Graphic
Designer

SOMMULIER
supervisor

グラフィックデザイナー

ワイン監修ソムリエ

㚪ᢷಏ೪ೇഖ㒇⟟ጁಌ
ధၧ↿ᩤァಓഐഁട
ధᐖ⯁೧ടഎ೦೫ధᢗ
ၻᩛᑉ೧ടഎధ೦ട
೪ೇഖಏಎధഅ
೪എధഁട೦೫ಷᰬ㙬౼
಄౹Ḃಷ㑱౩ಣ౾న

フォトグラファー コピーライター BGM監修セレクター サービストレーナー

Photographer

ഄ೮ഈട೦ടధᩤ
㵳എടഃട
ಏಎధἍ⟦ಓ ಓ⼇ᑟ౼
౺ಷၻ౭ರቊ⧼ಷṸᬉ౼
ಣ౾నᩤァṸᬉಔಧಆಲಸ
೦ഖೢ್ಌಓṸ
ᬉኔṸᬉಧᴩಯಣ౾న

Copywriter

ᓞᒙഞടಓ⛿ᬿಷಭ
⟦㕦౼ధ㖜⍾ഀೇഖ೫ಷ
ⷧಯ㢙ತధⱉᐗᓞᒙಐⰩಆ
ᐠ౫಄ದಓᇳ႖ᮌ⧣
㤌☡ಔಎ౸ಐ౧ರಓಷ
㣅⍾౼಄࿀ಌధ‐㤜ಏഌೇ
೩ೆഖಷ㑱౩ಣ౾న

MUSIC
SELECTOR

ᤔᭆᘉಓಭ౩⯶㯐ಔధᤔ
ᭆᘉಓペ౩⯶⍧ಓᶖጮ
౧ರ⯶㯐ಓ౸నಎಸಏᶖ
ጮᤔᭆᘉಓペ౩⯶㯐ಷ
Ⴅರಓధಂಱಷടഖಐ
ᐗಀಋೖട೪ೆೇ೫౼
ಣ౾న

Hospitality
Staff

ೢ೩ೆ⓳ಱರ‐
㰯ಓടಷḂთ౾ರ
ဳಷ⾺ಋರ☢ధᙼ⬍೫ഏട
೮ഖಔಧಆಲಸಓ౸ధ
ᜭᗠဳᣞ᭘ടഁ೮
ഈഎᐰಥధടഁ೮
ഈഎಓỶᆊಷ㑱౩ಣ౾న

ೠഃೋಓ⧔ᄍ⽎ಓಧధ
࿋⢴ᐖᗠಓഒೇഖಓ࿚
ಮధἍ⟦ధ⯶㯐ధೖഖೞ೫
ధഌೇഖ೫ಓᰬᐠಏಎ
ಐᐗಀಋధഒೇഖ೫
ಷ౹Ḃ౼ಣ౾న

マーケティング全般担当者 宣伝・広報担当者 販促WEBサポート 食品衛生管理担当者

Marketing
Director

ᓞᒙధნ⃨ధഐഅടഊ
ഖಏಎ㛩ಐ㯚ರ�ಉಓ
⇼᳛㔳ⶸಷ₀⦓ಐⷒತ
ᐗಀ಄�3ኝ⁵ಌధೢട
ೕ೦೫ಏರᨊಝಓ㖜
⍾₀ಷ㻂ದರ಄ದಓ␞
ጮಷ㑱౩ಣ౾న

PR
Director

⾃㲎㗞ధ೩ഏధ616
ಏಎಓഄ೪ೆಐഐട
౼ధೇഖ೫㛩ხ㣯
ಓၧ⢦Ⱙಓಠధ&65䈰
⬪ၹ㛥❟䈱ಏಎಝಧᆭ
ಣ౾న

Web
Support

ഁട೩ೆഖഌഖಷⲊ
ᢑ౼ధಂಓ࿚ಌ∆ఫಏ㛩
ხ೧ടഎᩛᑉಷ㤂⢗౼ధ
ഁട೩ೆഖಓ᳛ጃಝ
ᣭ಄ದಓഀട೫ಷ㑱
౩ಣ౾న

food sanitation
supervisor

㶿ᒙ㑽⢎ᣡ㯀ಓᵓ⽎
ధᢑ…㑽⢎ⲹ⟦ೊ೦
ధᣡ㯀↿⽎ಐಭರᶁᣭಏಎ
ᢕἧ౼ಣ౾నಣ಄ధ㑽⢎㙉
⼯ೞം೭ടಓᢕἧధᐖ
⯁뗴ᣞ᭘Ȿಧഀട
೫౼ಣ౾న



飲食店開業プロデュース業務
CREATION

0 1

飲食店開業・開店のプロセスで経営者様の想いを最大限に反映させ、
さらに他店と差別化された 独創的・個性的な飲食店づくりを
目指すと共に、そのお店が走り出したあとの姿をシュミレートしながら
様々なご提案・アドバイス、そして実務的なサポートを行うのが
飲食店開業プロデュースチームの役割です。



飲食店開業プロデュース業務
CREATION
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ၟ⍁ಐം೦ഊഖಷỶ⟦౼ధ
⧝∯ಷሪ‖౾ರದ಄ಓሯႜ⦓
ಏೖഖೞ೫ಷ౹Ḃ౼ధಣ಄
ഄ೦ೞടಷὠ⫚ಐ౼ᮄ౩ಷ
ሪ‖౩಄౼ಣ౾న

コンセプトデザイン

ካ…ᴹ㜄ಓⲯኔధဒ↿㕼⢦ಓ
Ⴅ᳛ధᐖ⯁㑱ỗ᎘㙺ഞ⢠㘍ధ್
ടഖᬡಓ࿀ⲹ⟦೩ഃ
ಏಎ㷏㶿ᩤⷘᔟಐ㯚౾ರ㗼㶇
ಷഀട೫౼ಣ౾న

アカウンティング

ഌೇഖ೫ಓೇഄടഞೖഖ
ೞ೫ಓ⧣ᮌഞ⧝∯࿀ഞⰩ
ᘉ⛿ᮌ⁔ၟಏಎಷ⸹ᐗ⦓ಐ
ክἛ౼೫ಏ⛶ၟಷ౹Ḃ
౼ಣ౾న

物件選定

ᑟഞ㔺಄⧝ಔಧಆಲಸధᏇნ➗
ഞ㘄⟦⏞ഞᒙ㜞ಓᢁᢑ፣ഞഞ
ᜰ㕝⦓ಏ㕁☡ಮ್೭എ
ഄ೮ഈടಷ౹Ḃ౼ಣ౾న

メニュー開発

ᩤァಓഐഁടధ&,㕼⢦ధᐖ
⯁೧ടഎ೦೫ధടഃടధ
ᢗၻᩛᑉ೧ടഎధ೦ട೪
ೇഖಏಎధ∆ఫಏ೪ೇഖಷ౹
Ḃ౼ಣ౾న

グラフィック

లᷣ⢗ᙼ⓬ళಷႥ᳛౼ధⷘ㹬
എಅಌಏధలဳₛళಷ
㧿㕁౼಄ధᷣ⢗㕼⢦ಷ౹Ḃ
౼ಣ౾న

採用計画

ᩤァሹಓ㵉⡍ᛊಔ᭖ಱ౾
౩ಌ౾ధ⯶㯐ႜ㹬ಓ࿚ಌధ
㧿㔳ಏ㔳ⶸಌ౧ರ㵉ಷ㵉㵑㖘
ᢑಮ%*0ಓೞഏ೫ಣಌೖ
ട೪ೆೇ೫౼ಣ౾న

BGM選定



೪ೇ೭ടಓ㤧ᢑಮឨದధ
ೖഖೞ೫ಐᐗಈ಄ᩤァ೪
ೇഖಷ౹Ḃ౼ಣ౾న೫ഏഖ೬ధ
⼇౼౺ಅಌಏధ㷏㶿ᩤ౼
ಋಓ≟ᮌဏⲯಧጄᑟ౼౹
Ḃ౼ಣ౾న

店舗デザイン

ഌ೩ടഎᣮ⛶ಔಧಆ
ಲಸధ೪ೆഏೇಣಌధ㷏㶿
ᩤ㯉ᩤಐᭈ㵙ಏᆊᒙಷధೖഖ
ೞ೫ಐᐗಀಋᏖ㤧౼౹Ḃ
౼ಣ౾న

備品計画

㷏㶿ᩤಓഐഅടഊഖᳬ⣈
ಔ⛿⌑ಌ౧ಯధ౸ಱಣಌᙻಈ಄
ధೱೲഏടഊഖಷႾ
౩ధ㯉↿ᾊಮ㗉㶇፣౾ರᳬ
⣈ಷⰩ౼ಣ౾న

プロモーション

ടధ᧼ኮ፣ధᾊၒᮌధ೫ഏഖ
೬ಏಎᰬ㙬౼ధካ…㯉⦊⌬㱜ಮ
ഁട೩ೆഖ㔳ⶸಷᏱಯሠಱ
ᩤァ⇼Ⳓಷ౼ಋ౩ಣ౾న

マーケティング

Ꮝಓഏೇ೫≟ᮌಔధ
ᗋ㠟➗ధᬧ↿ᒦಓႥ↿➗ಏ
ಎᜰಓ㔳ⶸಐᬉ㵑౼ಣ౾నల
Ⴅ↿ጮ⹂ళಷᰬ㙬౼಄࿀ಌధ
➗⦓ಏ೦ഖ೪ೇഖಓ౹
Ḃಷ౺ಀಋ㵓ಣ౾న

厨房計画

೪ೇഖᮌధ≟ᮌಷ⽌౭಄ഉ
೮ೌടഃಓ㤧ᢑಷ㑱౩ಣ౾నಣ
಄ഏഎഌഖ೬ಓೖഌഏ
ടഊഖಐಭರഉ೮ೌടഃ㯉⦊
ಧ㑱ಈಋ౩ಣ౾న

ユニフォーム選定

ᙼ⬍೫ഏട೮ഖಔಧಆಲಸಓ౸
ధᜭᗠဳᣞ᭘ടഁ೮ഈ
എᐰಥధടഁ೮ഈഎಓỶ
ᆊಷ㑱౩ಣ౾న

マニュアル作成

↿᱘ഄ೮ഈട⇼᳛ಐᐗಀ಄
Ⴅ↿ጮ⹂㕼⢦ಷ⇼Ⳓ౼ధಂಱ
ᢑ⨑౾ರಣಌಓഀട೫ಷ㑱౩
ಣ౾న

オペレーション構築

లᷧᢖጁഞ㛩ጁళ�ಐ㯚౼ಋధ
ೢ೩ೆ౧ರ㷏㶿ᩤട
ಐ⛿፣౼಄⢦…⦓ಏ⪈ᄍഞứ⾺
ಷ㑱ಈಋ౩ಣ౾న

スタッフトレーニング
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運営受託業務
OPERATION

02

経営主体はそのまま、飲食店の運営をまるごと受託致します。
販促企画、シフト作成、メニュー開発、予算計画、売上入金報告、
日報月報作成等、店舗オペレーション業務を全て当社が実施致します。
レストラン、ダイニング、カフェ、イベントスペースや、
期間限定の催事出店の運営、海の家の運営等、様々な業態に対応可能です。
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運営受託業務
OPERATION

02

ᙼ⬍೫ഏട೮ഖᜭᗠဳᣞ
᭘ടഁ೮ഈഎᐰಥధ
ഁ೮ഈഎಓỶᆊಓ၆ధഁ೮ഈ
എಅಐ㵿ಮಏ౩ᣇ⩯ጁಷ
⫹ధೢ೩ೆ⓳ಱರ‐
㰯ಓടಷḂთ౾ರဳ
ಷ⾺ಋರ☢ಓഀട೫ಷ౺ಀ
ಋ㵓ಣ౾న

サービスクオリティ

㛩ხၧ⢦ధ೫Ⴅ᳛ధഄ೮ഈ
ട㯉⦊ధဏⲯ㕼⢦ధ࿀ሠ㨃
ᑉధὃ―Ⴅ᳛Ȿధᩤァ
್ഏടഊഖ↿ጲಏಎధ㚪ᢷ
ಏೱೲആಷᵽಉ᪶
⬪ഐ೪ഈടടధ౧ಮಫರ
㕝ᩬಮ㯉↿ధⷘᔟಷሣጁಌ
ഀട೫౼ಣ౾న

マネジメント

↿ጲሹᢪಓⴉಏ㗷ὠ↿ጲ
ሹᢪಓⴉಏ㗷ὠ↿ጲሹᢪ
ಓⴉಏ㗷ὠ↿ጲሹᢪಓⴉ
ಏ㗷ὠ

メニュー再開発

ഄ೮ഈട㒇ഊ೦ട೬ಔ
ಧಆಲಸధᢗၻᩛᑉ೧ടഎధ
೦ട೪ೇഖಏಎధ∆ఫ
ಏ೪ೇഖಷ౹Ḃ౼ಣ౾న

グラフィック見直し

ഄ೪ೆಓ⟟ಌᙻಈ಄ᢑ⩺
ಷ౼ಈಯᵍ౺౭಄࿀ಌഄ೪
ೆᳬ⣈ಷⰩ౼ధ�ဒ↿∆
ಓᰬᐠಷጄᑟ౼಄࿀ಌ㗉㶇፣
౺ಱರᐈᮌಷ㣅⍾౼ಋ౩
ಣ౾న

プロモーション

᠅ႜ㤂⢗ಌᙻಈ಄೪ടೢధ
㛳⬪ሹಐ⧽ಈಋ౩ರ೪ടೢಷ
␞⢗౼ഁട೩ೆഖሣグಓ
ೖഖഎ೩ೆഖಷ㑱ಈಋ౯ಯ
ಣ౾న౩ടಝᣭಣ౾
న

マーケティング

㛤ጲ㘰㒇ಓỴᄻಮᓤ㶇☡ಷ
ᴰḍ౼ధಂಓᓤ㶇☡ಓᏇᗍಷ
⯻⋱ದధốᓾⲊಷྷ⸼ಐ㤧
ᢑ౼ధഈടഎಐㇱ౼㢙
ಸಌᢕ㑱✝⏏ಷഅ೮ೢഖ
౾ರ಄ದಓഀട೫ಷ౼ಣ౾న

運営係数管理

ᣡ㯀ಓടഃధഉടട⧝
⹂ಌὁᡝಓഄ೮ഈട䈰ട೬ഞ
೬ഖ䈱ಓ್೩ೆೊ೦
ಷᵓ౼ಣ౾నᑟಔಧಆಲಸ
ಓ౸ధḂთᾊ㯐ధ⧎ಯ၈ధ
ടಏಎధ㓥Ỵಓ㵖⧝ಐ
ಂಈಋⷃೊ೦೬
ೇಷᢕἧ౼ಣ౾న

メニュークオリティ

㶿ᒙ㑽⢎ᣡ㯀ಓᵓ⽎ధᢑ…㑽⢎ⲹ
⟦ೊ೦ధᣡ㯀↿⽎ಐಭರᶁᣭಏಎ
ᢕἧ౼ಣ౾నಣ಄ధ㑽⢎㙉⼯ೞം೭ടಓ
ᢕἧధᐖ⯁뗴ᣞ᭘Ȿಧᣡ㯀ᵓ
⽎ഀട೫౼ಣ౾న

衛生管理業務
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飲食店コンサルティング•フォローアップ業務 
SUPPORT

03

現状を把握した上で問題の抽出を行い、最善の解決策の提案、
実施内容の検証と改善策の提案、を順番にステップアップさせていき、
飲食店を成功に導くためのサポート業務を承ります。



飲食店コンサルティング•フォローアップ業務 
SUPPORT

03

ᙼ⬍೫ഏട೮ഖᜭᗠဳᣞ
᭘ടഁ೮ഈഎᐰಥధ
ഁ೮ഈഎಓỶᆊಓ၆ధഁ೮ഈ
എಅಐ㵿ಮಏ౩ᣇ⩯ጁಷ
⫹ధೢ೩ೆ⓳ಱರ‐
㰯ಓടಷḂთ౾ರဳ
ಷ⾺ಋರ☢ಓഀട೫ಷ౺ಀ
ಋ㵓ಣ౾న

サービスクオリティ

㛩ხၧ⢦ధ೫Ⴅ᳛ధഄ೮ഈ
ട㯉⦊ధဏⲯ㕼⢦ధ࿀ሠ㨃
ᑉధὃ―Ⴅ᳛Ȿధᩤァ
್ഏടഊഖ↿ጲಏಎధ㚪ᢷ
ಏೱೲആಷᵽಉ᪶
⬪ഐ೪ഈടടధ౧ಮಫರ
㕝ᩬಮ㯉↿ధⷘᔟಷሣጁಌ
ഀട೫౼ಣ౾న

マネジメント

↿ጲሹᢪಓⴉಏ㗷ὠ↿ጲ
ሹᢪಓⴉಏ㗷ὠ↿ጲሹᢪ
ಓⴉಏ㗷ὠ↿ጲሹᢪಓⴉ
ಏ㗷ὠ

メニュー再開発

ഄ೮ഈട㒇ഊ೦ട೬ಔ
ಧಆಲಸధᢗၻᩛᑉ೧ടഎధ
೦ട೪ೇഖಏಎధ∆ఫ
ಏ೪ೇഖಷ౹Ḃ౼ಣ౾న

グラフィック見直し

ഄ೪ೆಓ⟟ಌᙻಈ಄ᢑ⩺
ಷ౼ಈಯᵍ౺౭಄࿀ಌഄ೪
ೆᳬ⣈ಷⰩ౼ధ�ဒ↿∆
ಓᰬᐠಷጄᑟ౼಄࿀ಌ㗉㶇፣
౺ಱರᐈᮌಷ㣅⍾౼ಋ౩
ಣ౾న

プロモーション

᠅ႜ㤂⢗ಌᙻಈ಄೪ടೢధ
㛳⬪ሹಐ⧽ಈಋ౩ರ೪ടೢಷ
␞⢗౼ഁട೩ೆഖሣグಓ
ೖഖഎ೩ೆഖಷ㑱ಈಋ౯ಯ
ಣ౾న౩ടಝᣭಣ౾
న

マーケティング

㛤ጲ㘰㒇ಓỴᄻಮᓤ㶇☡ಷ
ᴰḍ౼ధಂಓᓤ㶇☡ಓᏇᗍಷ
⯻⋱ದధốᓾⲊಷྷ⸼ಐ㤧
ᢑ౼ధഈടഎಐㇱ౼㢙
ಸಌᢕ㑱✝⏏ಷഅ೮ೢഖ
౾ರ಄ದಓഀട೫ಷ౼ಣ౾న

運営係数管理

ᣡ㯀ಓടഃధഉടട⧝
⹂ಌὁᡝಓഄ೮ഈട䈰ട೬ഞ
೬ഖ䈱ಓ್೩ೆೊ೦
ಷᵓ౼ಣ౾నᑟಔಧಆಲಸ
ಓ౸ధḂთᾊ㯐ధ⧎ಯ၈ధ
ടಏಎధ㓥Ỵಓ㵖⧝ಐ
ಂಈಋⷃೊ೦೬
ೇಷᢕἧ౼ಣ౾న

メニュークオリティ

㶿ᒙ㑽⢎ᣡ㯀ಓᵓ⽎ధᢑ…㑽⢎ⲹ
⟦ೊ೦ధᣡ㯀↿⽎ಐಭರᶁᣭಏಎ
ᢕἧ౼ಣ౾నಣ಄ధ㑽⢎㙉⼯ೞം೭ടಓ
ᢕἧధᐖ⯁뗴ᣞ᭘Ȿಧᣡ㯀ᵓ
⽎ഀട೫౼ಣ౾న

衛生管理業務
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