
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。 

May. 1989 / Established NORTH MEDICO CO. 

                      LTD. (JAPAN)  for wholesales of  

                      Medical equipment and Nursing 

                      care equipment. Capitalized at 

                      3 million. 

May. 1995 / The capital was increased to 6 

                      million yen.  

Jan. 1996 / The capital was increased to 10 

                     million yen. 

Apr. 1999 / Established KAWAZOE Pharmacy. 

                     Established IZUMI Pharmacy. 

Jun.          /  Established ASAHI Pharmacy. 

Oct.           / The head office was relocated to 

                     Nissin-cho. 

Sep. 2000 / The capital was increased to 16 

                      million yen. 

Nov.           / Established electric construction 

                      department. 

Oct. 2002 / Established WAKAKUSA  Phar- 

                     macy. 

Jan. 2004 / The head office was relocated to 
                     Shirakaba-cho. 

Aug. 2006 / Established NORTH MEDICO 
                      (H.K) CO., LTD. for trading of  
                       Toys, Foods, and Nursing care 
                       equipment. 

Oct. 2009 / Established TARUMAE Pharmacy. 

 Apr. 2012 / Established Online sales Depart- 
                      ment and Web shop “ARUSYO” 
                      for sales of Nursing care equip- 
                      ment. 

Nov. 2013 / Established Engineering develop- 
                      ment Department in Japan (Tokyo)  
                      and Hong Kong. 

We make future with you… 

NORTH MEDICO (H.K.) CO., LTD. 
Unit 07 on 12th Floor, Fook Hong Indus-
trial Building No.19, Sheung Yuet Road, 
Kowloon Bay, Hong Kong. 
TEL / +852 2412 1555   
FAX / +852 2412 1577 

NMC Group History�

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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About our company. 

・We find good products. 

     We have lots of experience of 

     wholesales for 25 years in Japan 

     and 7 years in Hong Kong. 

     We certainly look for the good 

     products which can be provided  

     whenever it needs. 

・We offer good design. 

     We have experienced engineers in 

     both Hong Kong and Japan specia- 

     lize in “Gear”  and “Mechanism” 

     design field.   

     You give us a subject matter, We will 

     return a certain “Exciting Epoch 

     Making” proposal. 

・We supply good quality. 

    We have good relationship production 

    factory in China. And we have lots of 

    experience on production and quality 

    control of OEM.  

    We feel sure that you will be satisfied 

    on our original management. 

�We find good products. 

�We offer good design. 

�We supply good quality. 


