
Nomura Co., Ltd. enters strategic alliance agreement with 

Malaysian digital immersive experiential and interactive 

content solutions provider, FrameMotion Studio Sdn. Bhd.,

accelerating the creation of next‐generation

hybrid communications that fuse real and virtual worlds.

July 7, 2022 Tokyo ‐ Nomura Co., Ltd. Japan’s leading spatial design and fit‐out company, has entered into a capital and 
business alliance agreement with FrameMotion Studio Sdn. Bhd., a one‐stop digital immersive experiential and 
interactive content solutions provider based out of Malaysia, to accelerate the creation of next‐generation hybrid 
communication that fuses the real and virtual based on its management philosophy of “contributing to the creation of 
a rich human environment by creating new value based on respect for people.” Based on this philosophy, we have 
invested in FrameMotion Studio Sdn. Bhd. is a one‐stop creative company that handles digital content from planning 
to design and production, providing interactive immersive experiences that combine diverse media formats.

News Release
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This partnership will enable us to offer more immersive experiences than ever before, integrating various media
formats such as projection mapping, AR, gesture technology, video, and games. The Nomura Co., Ltd group will
provide comprehensive production of spatial design by utilising its knowledge and network of “space and experience”
that it has built over 130 years since its establishment. FrameMotion Studio Sdn. Bhd. will provide cutting‐edge
immersive experiential solutions to elevate brands and consumer experiences.

By leveraging the strength of both companies, we aim to accelerate the creation of new spatial experiences and next‐
generation hybrid communication that fuse real and virtual in Japan and abroad and provide people of today the
future of joyful and inspiring experiences originating in Asia.



< For inquiries, please contact >

Public Relations Department, Nomura Co., Ltd. 

MAIL︓ prs@nomura‐g.jp

About FrameMotion Studio Sdn. Bhd.

Comment by Shuji Enomoto, President and CEO, Nomura Co., Ltd.
Since our founding, Nomura Kogeisha's goal has always been to contribute to the 

realization of a better society by providing people with joy and inspiration through 

space. In this era of change, we will accelerate our use of digital technology to 

deliver joy and excitement to the people of today and tomorrow. Framemotion

Studio and we will work together to create new spatial experiences, generating 

synergy between the sensitivity and speed of a company that specializes in digital 

content creation.

Comment by Jeand Pua, Founder/ Creative Director, FrameMotion Studio Sdn. Bhd. 

Name: FrameMotion Studio Sdn. Bhd.

Representative: Founder/Creative Director Jeand Pua

Head office location: A‐3‐6, Jalan PJS 8/15, Dataran Mentari, 46150 Petaling Jaya, Selangor

Establishment: February 2008

Business description: 

Planning and production of multimedia‐integrated interactive events and contents.  Planning and 

implementation of interactive events, brand activation and content production encompassing 

interactive and immersive solutions; AR,VR and XR gaming, metaverse, immersive installations 

projection mapping and etc.

Corporate website: https://www.framemotionstudio.com/

Name: Nomura Co., Ltd.

Representative: Shuji Enomoto, President and Chief Executive Officer

Head office: 2‐3‐4 Daiba, Minato‐ku, Tokyo

Established: March 1892

Business activities: 

Research, planning, consulting, design, design, production, and construction of customer‐attracting 

environments design, production and construction and activation, operation and management of 

various facilities and events.

Corporate website︓https://www.nomurakougei.co.jp/

About Nomura Co., Ltd.

FrameMotion Studio is excited to enter into this strategic partnership with 

Nomura. We believe that our vision of revitalizing every industry and human 

relationships through unique immersive experiences is very much aligned with 

Nomura Kogeisha’s corporate vision and philosophy. By combining our expertise 

in the immersive experience space, we look forward to working closely to create 

unique spatial experiences together. 



乃村⼯藝社、没⼊型体験を提供する
マレーシアのデジタルコンテンツ制作会社

「FrameMotion Studio Sdn. Bhd.」に出資、
資本業務提携契約を締結

株式会社乃村⼯藝社は、「⼈間尊重に⽴脚し新しい価値の創造によって豊かな⼈間環境づくりに貢献する」
という経営理念に基づき、リアルとバーチャルを融合した次世代型のハイブリッドコミュニケーションの
創出を加速すべく、ワンストップソリューションでインタラクティブな没⼊型体験を提供する
「FrameMotion Studio Sdn. Bhd.」（フレームモーションスタジオ）への出資を⾏い、資本業務提携契約を
締結いたしました。

フレームモーションスタジオは、デジタルコンテンツを企画から設計、制作までワンストップで対応する
クリエイティブ企業として、多様なメディアを組み合わせたインタラクティブ体験を提供しています。

News Release
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株式会社乃村⼯藝社

リアルとバーチャルを融合した次世代型のハイブリッドコミュニケーション創出を加速

本提携により、プロジェクションマッピング、AR、ジェスチャー技術、映像、ゲームなどさまざまな
メディアを統合し、これまで以上に没⼊感のある体験を提供することが可能になります。

乃村⼯藝社グループは、創業以来130年以上にわたって築いてきた「空間と体験」の知⾒とネットワーク
を活かし、空間空間デザインの総合プロデュースを⾏います。

フレームモーションスタジオは、ブランドや消費者の体験を⾼める最先端の没⼊型体験のソリューション
を提供します。

両社の強みを⽣かし、国内外でリアルとバーチャルを融合した新たな空間体験や次世代型のハイブリッド
コミュニケーションの創出を加速させ、現代そして未来の⼈々にアジア発の歓びと感動の体験を提供するこ
とを⽬指しています。



<本件に関するお問い合わせ先>
株式会社乃村⼯藝社 ビジネスプロデュース本部 広報部 担当︓⼭崎、⽥中

MAIL︓ prs@nomura-g.jp

FrameMotion Studio Sdn. Bhd.について

株式会社乃村⼯藝社 代表取締役 社⻑執⾏役員 榎本 修次より
創業以来、乃村⼯藝社が変わることなく⽬指してきたことは空間を通して⼈々に歓びと
感動を提供し、より良い社会の実現に貢献することです。変化する時代のなかで今後は
デジタルテクノロジー活⽤を加速させ、今のそして未来の⽣活者の皆様に歓びと感動を
届けてまいりたいと思います。
フレームモーションスタジオとは、デジタルコンテンツ制作に特化した企業ならではの
感度やスピード感に刺激をもらい、互いに相乗効果を⽣みながら、共に新たな空間体験
づくりに協⼒してまいります。

FrameMotion Studio Sdn. Bhd. 創業者/クリエイティブディレクター
Pua Yin Chye(Jeand Pua)より

フレームモーションスタジオは、乃村⼯藝社との戦略的パートナーシップを締結できる
ことを嬉しく思います。ユニークな没⼊体験を通じてあらゆる産業や⼈間関係を活性化
させるという我々のビジョンは、乃村⼯藝社の企業ビジョンや哲学と⾮常に合致してい
ると考えています。没⼊型体験の領域における両社の専⾨知識を組み合わせることで、
ユニークな空間体験を共に創造していけることを楽しみにしています。

会 社 名 ︓FrameMotion Studio Sdn. Bhd.
代 表 者 ︓創業者/クリエイティブディレクター Pua Yin Chye(Jeand Pua)
本 社︓A-3-6, Jalan PJS 8/15, Dataran Mentari, 46150 Petaling Jaya, Selangor
設 ⽴︓2008年2⽉
事業内容︓マルチメディアを統合した体験型のイベントやコンテンツの企画制作

・体験型イベントの企画実装
・イベント/アニメーションのコンテンツ制作
・プログラミング

メディア︓AR（拡張現実）
バーチャルライブ
プロジェクションマッピング 他

コーポレートサイト︓https://www.framemotionstudio.com/

会 社 名 ︓株式会社乃村⼯藝社
代 表 者 ︓代表取締役 社⻑執⾏役員 榎本 修次
本 社 ︓東京都港区台場2-3-4 
創 業 ︓1892年3⽉
事業内容︓集客環境づくりの調査・企画・コンサルティング、デザイン・設計、制作・施⼯

ならびに各種施設・イベントの活性化、運営管理
コーポレートサイト︓https://www.nomurakougei.co.jp/

乃村⼯藝社について
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