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外国直接投資、観光事業および
グローバルに向けて展開する貿易を専門とし、
日本、香港、中国、マレーシアにおいて
強力なネットワークを構築しております。

はじめに



創業者について

Nikko Doh (ニッコー・ドー)  
株式会社和の優グローバル（日本）
和の優グローバルMM�H有限会社（マレーシア）

学歴：早稲田大学大学院国際関係研究科卒業、修士号取得
業務実績：不動産投資、観光、貿易における長年の実績を有しています。
ビジネスコラボレーションの実績には、デロイト、フジサンケイビジネス等が含まれます。

これまで長年にわたり、マレーシア政府との開発プロジェクトに携わり、様々な提案やアドバイス
を通じて国際市場の開発に取り組んでおります。

不動産投資で��年以上の経験を有し、数多くのビジネス実績や洞察力を蓄積。専門的なアドバ
イスと誠実さを提供し、これまでも投資や会社設立のために多くの海外投資を日本とマレーシア
に導き、様々なビジネスを展開。数多くの国際的なビジネス問題を解決する支援をしております。

また、日本の海外投資家を率いてマレーシアを視察し、国際観光事業を発展させ、 マレーシア、日本、
香港、中国、その他のアジア地域で優れた製品やイベントのプロモーションにも携わっております。

誠意をもって「社会貢献」を行うという経営理念のもと、社会の発展に尽力し、国際的に質の高い
起業家になり、社会のより良い未来を創造することを望んでいます。

Dato’ Abdul Aziz
Abu Bakar

（ダト・アブドル・アジズ・アブ・バーカー）
和の優グローバル  MM�H Sdn Bhd（マレーシア）の取締役

エアアジアグループの創設パートナーの�人であり、非独立社外取締役です。

音楽、娯楽、航空、不動産、貿易、農業など、様々なビジネス分野について幅広い経験
を有しております。

マレーシアの上場企業であるペガサスハイツ有限会社の会長であり、主に不動産および
貿易に関する業務に携わっております

理事として非営利団体、アストロ財団（ヤヤサンアストロカシ）の理事も務めております。

����年、アメリカ合衆国テキサス州ダラス大学大学院でMBA（経営学修士）を取得。



私たちは、今後とも事業をグローバルに拡大すると共に、
国際的な様々な事業分野にも取り組んでまいります。

����年から日本で設立された和の優グローバルグループは、香港やマレーシアへと
徐々に事業を拡大し、主な事業として、不動産、ツアー事業、投資事業、

コンサルティングおよび貿易関連事業を展開致しております。

会社の沿革

����年
和の優グローバル
グループは、日本の
優れたものやサー
ビスをグローバル
に輸出するために
����年に日本で設
立されました。

����年
和の優グローバル
は、観光産業と金融
市場の開拓のため
に香港に進出しま
した。

����年
和の優グローバル
グループは、日本の
不動産投資業界と
グローバルコンサル
タント業務に事業を
拡大しました。

����年
和の優グローバル
グループは、不動産
投資、様々な複合型
観光産業、世界に向
けた貿易事業を展開
するためにマレーシア
へ進出しました。

私たちのビジョンは、
良質なものとサービスを誠意をもって世界に伝えられる

価値を有する優れた企業になることです。

Right way, Right people 

私たちのビジョン



私たちの使命

商材を扱う貿易事業を展開してまいります。

ツアー事業において最高のサービスを誠意をもって提供してまいります。

アジア太平洋地域への投資を促進する上で投資家を後押しし、今
後とも国際投資を継続してまいります。

長期投資を希望する投資家に最適なプロジェクトのコンサルティ
ングを実施してまいります。

私たちについて

株式会社和の優グローバルの最高経営

責任者であるニッコー・ドー（Nikko Doh）

は、日本の投資家グループの皆様と共

に、サバ州でエコ島・プロジェクト、ソー

ラーパークや有機養鶏場を開発すること

に強い関心を持っております。日本の投

資家は、サバ州コタキナバルに��ヘク

タールのソーラーパークを開発すること

にも関心を示してくださいました。この

投資家グループ内の�社は、鶏卵を生産

するための有機農業に投資することに

関心を持っており、この企業は�千億を

超える日本最大のサプライヤーの一つで

あります。



和の優グローバルグループ

01 不動産・不動産投資
私共は、日本、香港、中国からの不動産投資のために強力な投資家ネット
ワークを構築しました。マレーシアの不動産市場と不動産市場における外国
直接投資（FDI）を専門と致しております。

02 観光（エコツーリズム、医療観光、ビジネスツーリズム）

03 消費材、ヘルスケア、先進技術
私たちは、食品および飲料、化粧品、電子商取引、輸出貿易、先進技術など、
様々な業界へも多角化を図っております。

私たちは、海外投資家のために健康医療、レジャーならびにオフショアでの
事業支援を行っております。 また、海外投資家のために国際的な投資機会や
現地の文化を紹介する現地ガイド役やビジネスコンサルタントととして事業
を促進致しております。

TRXレジデンス、マレーシア

エコリゾート奈良井宿 リッツカールトンレジデンス、マレーシア

ケンピンスキーレジデンス、マレーシア



私たちは、国境を越えたビジネスの機会
を活用し、新市場に参入し、買収、投資、
戦略的連携や適切な戦略的パートナーと
の合弁事業を通じて投資の機会を模索
致しております。

また、F＆B、貿易、先進技術産業等、
他の業界の見込客に対しても、投資や
新しい業種への参入を通じて製品を拡大
してまいります。

新市場への拡大、他の業界への多角化および
地域でのブランド力の強化を計画致しており
ます。現在、マレーシア、日本、香港および中
国に国際営業所のネットワークを有しており
ます。
将来的には、世界の様々な新市場にも参入し、
アジア太平洋以外の地域においても新しい市場
で事業を拡大する予定です。

今後の展望

フジサンケイ ビジネスアイ, 日本

マレーシア メディア

連絡先詳細

日本：
東京都中央区銀座 1-16-7 
銀座大栄ビル5F

住所

Telephone

+81（03）-5272-8698 （ Japan ）
+（6）03-7490-7885 （ Malaysia ）

Email

nikko@wanoyu.com

Website

www.wanoyu.com

Malaysia: 
E-9-21, Menara Melawangi

Pusat Perdagangan Amcorp 
46050, Petaling Jaya Selangor
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We have created a strong networking in Japan, 

Hong Kong, China and Malaysia 

to specialized in Foreign Direct Investment, 

Tourism Business and Global Trading.

Introduction



About The Founder

Nikko Doh
Founder Of

Wanoyu Global Co. Ltd ( Japan)
Wanoyu Global MM2H Sdn Bhd (Malaysia)

Master Graduated of Waseda University of International Relations Research.
20 Years of Experience in Property investment, Tourism and Trading
Past Business Collaboration includes Deloitte, Fujisankei Business

Involved in development projects with the Malaysian and Japanese governments over the 
years, providing various proposals and advice, and are committed to developing 
international markets.

With more than 20 years of experience in real estate investment, he has accumulated 
numerous business experiences and insights to provide professional advice and sincere 
services to his customers led many overseas investors to Japan and Malaysia for 
investment and company establishment, and with his rich business experience, he has 
assisted them in solving their international business problems.

He has been leading overseas investors to inspect Malaysia and develop the international 
tourism business, promoting the excellent things and events in Malaysia, Japan, Hong 
Kong, China and other Asian regions.

According to business philosophy of "social contribution" with sincerity, he is committed 
to development and hope to become an international quality entrepreneur and create a 
better future for society.

Dato’ Abdul Aziz
Abu Bakar
Director of 

Wanoyu Global MM2H Sdn Bhd (Malaysia)

Dato’ Abdul Aziz Abu Bakar is one of the founding partners of Air Asia and sits in 
the Board of Air Asia Group Berhad (AAGB) as a Non Independent Non Executive 
Director.

He has wide experience in various fields of business which include Music and 
Entertainment, Airline, Property, Trading and Agriculture.

He is the Chairman of Pegasus Heights Berhad, a Public Listed Company in 
Malaysia mostly involve in Property and Trading.

He also sits in the Board of Astro Foundation (Yayasan Astro Kasih) non profit 
organization as a Director.

He holds an MBA (Business Administration) from the University of Dallas, Texas, 
United States of America, graduated in 1980.



In the future, our company plans to expand to the global as well as 
diversify into other businesses internationally.

Wanoyu Global Group established since 2012 from Japan, expanded to Hong 
Kong and Malaysia progressively. Our main businesses are real estates, tour 

business, investment business, consulting and trading business.

Company history 

Year 2012
Wanoyu Global 

Croup was 
established in 

Japan in 2012 to 
relay Japan's 

best products 
and services to

the World.

Year 2013
Wanoyu Global 

Group 
expanded to 
Hong Kong 
started with 

Tourism 
Industry and 

Finance market. 

Year 2014
Wanoyu Global 

Group expanded 
to Japan Real 

Estate 
Investment 

industry and 
Global 

Consultant.

Year 2018
Wanoyu Global 

Group expanded 
to Malaysia with 

Real Estate 
Investment, Multi 
Tourism Industry 

and Global 
Trading Business.

Our vision is to become a valuable and excellent 

company to relay the strongest products and 

services to the world with our heart.

Right way, Right people 

Our Vision



Our Mission

Relay the best products for trading.

Consult the best project for investors in long term investment.

to invest internationally in future.
To boost up investors to invest in Asia Pacific and continue

Heartfully provide the best service in tour business.

As seen in

Wanoyu Global Co. Ltd chief 
executive officer Nikko Doh, who 
spoke on behalf of a group of 
Japanese investors have indicated 
their keen interest to develop an 
eco-island project, solar park and 
organic chicken farm in Sabah. 
Japanese investors were also 
interested in developing a 10-hectare 
solar park in Kota Kinabalu. 
Additionally, he said one of the 
companies in the group had voiced its 
interest to invest in organic farming 
to produce chicken eggs. “The 
company is one of the largest 
suppliers in Japan with a revenue 
exceeding 400 billion yen”.



Wanoyu Global Group

01 Real Estate and Property Investment
We created a strong network of investors from Japan, Hong 
Kong and China for property investment. We specialize in 
Foreign Direct Investment (FDI) in the real estate market and 
property market in Malaysia.

02 Tourism 
( Eco-tourism, Medical Tourism, Business Tourism )

We facilitate foreign investors travel for healthcare, leisure and 
offshore business setup. We act on behalf of foreign investors as a 
local guide and business consultant to introduce international 
opportunities and local cultures.

03 Consumer products, healthcare and technology

We have diversified into other industries such as food and 
beverage, cosmetics, e-commerce, export trading and technology.

TRX Residences

Eco Resort In Naraijuku Ritz Carlton Residence

Kempinski Residence



We intend to tap into cross-border 
business opportunities, penetrate 
into new markets and explore 
investment opportunities through 
acquisitions, investments, strategic 
alliances and/or joint ventures with 
suitable strategic partners.

We also intend to extend our 
products to prospective customers 
in other industries such as F&B, 
trading, and technology industries 
through investments and venturing 
into new business verticals.

We plan to expand into new markets, 
diversify into other industries and 
grow our brand regionally. Currently 
we have a network of international 
sales offices in Malaysia, Japan,
Hong Kong and China. With our 
intention to expand into new markets 
internationally we plan to penetrate 
into new markets in other regions 
beyond Asia-Pacific in the future. 

Future Outlook

Contact Details

Japan:
5F Ginza Daiei Building

1-16-7 Tokyo 104-0061

Malaysia: 
E-9-21, Menara Melawangi

Pusat Perdagangan Amcorp 
46050, Petaling Jaya Selangor

Address

Telephone

Email

nikko@wanoyu.com

Website

www.wanoyu.com

+81（03）-5272-8698 （ Japan ）
+（6）03-7490-7885 （ Malaysia ）


