
メモ:  

このパンフレットは印
刷できるようにデザイ
ンされています。この
パンフレットが用紙上
で適切に配置されるよ
う、印刷する前に、試
しに普通紙上で印刷し
てください。 

必要に応じて ([フル 
ページ サイズのスライ
ド] ドロップダウンの) 
[印刷] ダイアログの 
[用紙に合わせて拡大/
縮小] をオフにしてく
ださい。 

プリンターの指示を確
認して、両面を印刷し
ます。 

このスライドの画像を
変更するには、画像を
選択してそれを削除し
ます。次に、プレース
ホルダーの [図の挿入] 
アイコン 
をクリックして、 

独自の画像を挿入しま
す。 

独自のロゴに変更する
には、「ここにロゴを
挿入」という図を右ク
リックし、[図の変更] 
を選択します。 

1989年    五月 / 創立 NORTH MEDICO CO., 

            　 　 　  LTD. ( JAPAN )，主要經貿 

　　　　　  　　  醫療設備和護理器材。 

　　　　　  　　  資本三百萬日元。 

1995年    五月 / 資本增至六百萬日元。 

1996年    一月 / 資本增至一千萬日元。 

1999年    四月 / 創立川沿藥房。 

                      / 創立 泉藥房。 

1999年    六月 / 創立 旭町藥房。 

1999年    十月 / 總公司搬遷 

2000年    九月 / 資本增至一千六百萬日元。 

2000年 十一月 / 創立電力建設部 

2002年    十月 / 創立若草藥房。 

2004年    一月 / 總公司搬遷 

2006年    八月 / 創立NORTH MEDICO (HK) 

　　　　　　　　 CO., LTD. , 主要經貿玩具、 

　　　　　　　　 食品及護理器材。 

2009年    十月 / 創立樽前藥房。 

2012年    四月 / 創立網上銷售部 和 網上商店 
　　　　　　　 “ARUSYO” , 主要銷售護理 
　　　　　　　　器材。 

2013年 十一月 / 創立日本東京及香港工程開發部。 

We make future with you… 

NORTH MEDICO (H.K.) CO., LTD. 
香港 九龍 九龍灣 常悅道19號 
福康工業大廈 12樓 07室 
Unit 07 on 12th Floor, Fook Hong Indus-
trial Building No.19, Sheung Yuet Road, 
Kowloon Bay, Hong Kong. 
電話	  :	  +852	  2412	  1555	   
傳真	  :	  +852	  2412	  1577	   

NMC 集團歷史 

NORTH MEDICO CO., LTD. (Head Office)	 
6-18-6, Shirakaba-cho, Tomakomai-shi, 
Hokkaido, 053-0821 Japan. 
TEL / +81 144 73 0080 
FAX / +81 144 73 0399 
Web / http://www.nmc1989.co.jp 
Web shop / http://arusyo.com/ 

NORTH MEDICO., LTD. (TOKYO Branch)	 
Junes 1-2, Waseda 1-9-28, Misato-shi, 
Saitama Prefecture, 341-0018 Japan. 
TEL, FAX / +81 48 954 8411	 

NORTH MEDICO (H.K.) CO.,LTD. 

NMC 
NORTH�M 
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關於我們的公司  

·我們能經貿完善的產品 

    我們在日本 (25年)  和香港 (7年) 擁 

　 有豐富的經貿經驗， 

    在任何時候，我們都絕對能夠提供完 

    善的產品。 

·我們能給予貼心的設計 

　 在日本和香港，我們均有經驗豐富的 

　 工程師，他們在“齒輪”和“機械化”  

    的設計上都非常專業。 

　 如你有任何題材，我們都能提供 “振奮 

    人心 及 劃時代” 的建議書。 

·我們能提供優良的品質 

　 在國內，我們擁有關係良好的生產商。 

　 對於OEM的品質控制和生產上，我們 

　 都擁有悠久的經驗。 

 　深信，你會滿意我們所提供的完善 

　 管理。 

·我們能經貿完善的產品 

·我們能給予貼心的設計 

·我們能提供優良的品質 


