
Our aspirations for new office

It has been 13 years since the establishment of Nomura Design 
& Engineering Singapore. With the support of many clients, 
we have dedicated and contributed to creation of space. 
Hereafter, we consider it vital to enhance our awareness and 
establish relationships with more clients in Singapore and 
ASEAN. 

In the meantime, establishing our business at One&Co, which 
has a mission to be a platform of business innovation that 
connects Singapore and Japan, we aim to actively communicate 
and expand new connections with various business people.

To the customers who have supported us so far, as well as the 
new customers we will meet in the future, we would like to 
expand business opportunities not only through spatial design, 
we also provide marketing and promotion services to optimize 
clients’ business, making prompt and �exible actions to meet 
potential business chances we never expected.

Co -work ing space is  operated by East  
Japan R ai lway Company.  As  a  plat form of  
business  innovat ion with connec t ing 
S ingapore and Japan,  i t  suppor ts  new 
oversea business  of  Japanese companies  
and business  development  of  S ingapore 
and Asian �rms,  provides  i ts  members  
with valuable  oppor tunit ies  to  form 
communit ies  through local  net work ing 
and to  par t ic ipate  in  seminars  and events.   

NOMURA Group’s  workplace 
design

〈 One&Co 〉

NOMURA Group has re�ected the value of 
o�ce space amidst the Pandemic, and empha-
size on workplace design that revitalizes the 
business. 

In Mar 2021, NOMURA’s Headquarter launched 
a new o�ce in response to new normal era, 
and further research and developments are 
on-going for the “future workstyle” that 
enhance creativities and vitalize communica-
tion and connection with people. 

We believe our new challenge at co-working 
sapce will be an opportunity to broaden the 
possibilities and horizons of new work styles, 
and embrace NOMURA Group for better 
workplace design.  
 

４  May 2022

オフィス移転のお知らせ

(2min from Tanjong Pagar station)

20 Anson Road 
#11-01 Twenty Anson  
Singapore 079912�

We’ve 
moved!

COPYRIGHT 2022 Nomura Design & Engineering Singapore Pte. Ltd, ALLRIGHTS RESERVED



オフィス移転への想い

Nomura Design & Engineering Singaporeの創業から13年。

これまでたくさんのお客様に支えられ空間づくりを行ってきました。

今後もより一層シンガポールやASEANでの認知度を高め、

多くのお客様との関係を構築することが重要と考えています。

その中で、シンガポールと日本を繋ぐビジネスイノベーションの

プラットフォームをコンセプトとするOne&Coに拠点を置くことで

様々なビジネスパーソンとより一層活発なコミュニケーションを

図り、新たな繋がりを広げていきたいと考えています。

これまで支えてくださっているお客様はもちろん、これから出会う

新たなお客様との関係の中で、空間づくりだけではなく、お客様

のビジネス拡大のための最適なマーケティングやプロモーション

活動のサポート、予期せぬところで弊社がお手伝いできるような

潜在的ビジネスチャンスにも、より迅速で柔軟にアプローチする

ことで、機会を広げていきたいと考えています。

 

東日本旅客鉄道株式会社様が運営する

コーワキングスペース。シンガポールと日本を

繋ぐビジネスイノベーションのプラットフォーム

として利用者間のコミュニティづくりやセミナー、

イベントの開催をはじめ、日本企業の海外進出や

シンガポールやアジア諸国ビジネスの日本進出を

サポートされています。

NOMURA Group の

ワークプレイスづ く り

〈 One&Co 〉

NOMURA Groupはコロナ禍でオフィスの

価値を改めて見つめ直し、ビジネスを

活性化するワークプレイスづ く り に取り組ん

でいます。2021年3月には乃村工藝社

本社にニューノーマル時代に対応した

新オフィスをオープンし、偶発的な出会い

やコ ミ ュ ニ ケーションを 活 性 化 し て

クリエイティビティを高める「未来の働き方」

を模索しています。

この度のオフィス移転によるコーワキング

スペースでの新たな取 り 組 み を通して、

新しい働き方の可能性と視野を広げ、

N O M U R A G ro u p全体のワークプレイス

づ く り を よ り 活性化させるきっかけにもな

ると考えています。
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