
reduce the regulations which have been slowing down the 
land development process.

UrbanStar recognizes the need for proper projections and 
planning for future growth. The company believes that if 
properly implemented, the Growth Plan can potentially add 
value to its projects through increased density allowances.

Interim Regional Growth Plan – Ongoing Discussion

The UrbanStar project team has been monitoring the 
progress of the Calgary Metropolitan Region Board 
(CMRB) with respect to the Alberta Government’s 
mandate for a regional growth plan (Growth Plan). At this 
time, no further information has been released and the 
CMRB is conducting ongoing planning discussions. The 
following information is a brief review of the Growth Plan 
mandate, and the CMRB’s progress towards a finalized 
Growth Plan.

As of January 2018, the CMRB was created to comply with 
a provincially-mandated growth management program. 
The CMRB recently completed their Interim Regional 
Growth Plan (IGP) which outlines areas of population 
growth, and servicing plans for future communities. The 
IGP was released in late September 2018 and has been 
adopted by the CMRB with a unanimous vote held in early 
October. 

Going forward, the CMRB will continue to meet and 
discuss the interpretation and implementation of the IGP 
to ensure that specific aspects of the plan are understood 
by all members. The project team will continue to attend 
the CMRB meetings and make any necessary adjustments 
which may arise from CMRB decisions during the 
implementation process.

UrbanStar is pleased to inform its investors of the events 
and progress the company has made since the December 
2018 Corporate Update. The company’s project planners 
(CivicWorks) continue to meet and work with various 
regulatory agencies to ensure UrbanStar’s projects align 
with municipal planning initiatives. 

Below is an overview of each UrbanStar project, regional 
infrastructure and economic information, and the most 
recent information available from project planners and the 
Calgary Metropolitan Region Board. For additional 
information please visit UrbanStar’s corporate website at  
www.urbanstarcanadaland.com.

GOVERNMENT & REGULATORY
Alberta – United Conservative Party Wins Provincial 
Election

The Province of Alberta held an election on April 16th, 
where the United Conservative Party (UCP) won 
commandingly and gained a majority government with 63 
of the possible 87 legislative seats. The UCP’s platform 
generally favors fiscal responsibility, lower taxes, 
decreasing cumbersome regulations, and fully supporting 
business and economic growth. UrbanStar is pleasaed 
with the election results and believes the UCP will create 
an environment where both small and large businesses 
thrive.

With the change in government, UrbanStar is hopeful that 
the UCP will review aspects of the Regional Growth Plan 
mandated in 2017 by the previous government. If 
reviewed, the company would not expect the Growth Plan 
to be abolished, but strongly believes the UCP could 
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アーバンスター·コーポレート·アップデート - 2021年4月

プロジェクト計画
プロジェクトの最新情報は、タウンシップ・プランニング＋デ
ザイン社（Township Planning + Design Inc.のプリンシパル
兼シニアプランナーであるクリスティ・ベンダー（元シビック・
ワーク社のプリンシパル）が担当しています。アーバンスター
で7年以上にわたりプランニングを担当してきたクリスティ
は、登録専門プランナー（RPP）であり、カナダプランナー協会

（MCIP）の正会員でもあります。彼女はアーバンスター社の
これまでの成功に欠かせない存在であります。

朗報！
2021年2月、ロッキービュー郡議会（以下「郡」）は、COVID-19
の規制による1年間の会議休止を経て再召集されました。コ
クラン・レイク・ビレッジ・コンセプト・スキームへのマクドナ
ルド・デベロップメント・コーポレーションの申請を、郡は全
会一致で承認し、アーバンスター・ホース・クリーク開発を管
轄するコクラン・ノース・エリア・ストラクチャー・プランの中
で、新たな土地利用の先例を作りました。

ホースクリーク・フェーズ１＆２からの
ロッキー山脈の眺め 

CEOからのメッセージ:

アーバンスター
アルバータ州カルガリーに本社、東京にサテライトオフィスを持つアーバンスターグループは投資家向けの不動産資産管理ソ
リューションを設計、施工、運営する企業です。不動産商品のポートフォリオ戦略は、カナダ西部の成長市場にある一部地方都市
への投資に堅実に焦点を絞っています。

URBANSTAR
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資本保護、 財産創造、 投資家・企業アライメントCANADA LAND

アーバンスターのご紹介
アルバータ州カルガリーに本社、東京に海外オフィスを持
つアーバンスターグループは投資家向けの不動産資産管
理ソリューションを設計、施工、運営する企業です。不動産
商品のポートフォリオ戦略は、カナダ西部の成長市場にあ
る一部地方都市への投資に堅実に焦点を絞っています。

ウェブサイトのアップデート 
アーバンスターは我々が開発するカナダの土地への投
資に興味を持たれている人が世界の国々から増えてきて
いる事を踏まえ、新たな総称としてアーバンスターカナ
ダランド というブランドを立ち上げました。また、そのブ
ランドを今後浸透し易くするためにそれらの国の言語で
も ご 紹 介 す る 事 に な り ま し た 。詳 し い 内 容 は
www.urbanstarcanadaland.com をご参照ください。

コクラン探検 
コクランの観光局、商工会議所、及び経済開発局はコクラン
に移住を検討している人たち向けにガイド付きツアーを提
供しています。この自転車ガイドツアー「コクラン探検」はカ
ルガリー北西部に位置するコクランがいかに観光で訪れる
にも生活するにも素晴らしい所であるかという事をアピー
ルしています。

このツアーでは町の歴史、芸術、文化、サイクリングなどのア
ウトドア活動を体験してもらい、さらにボウ川でのフライフ
ィ ッ シ ン グ や ラ フ テ ィ ン グ も 紹 介 し て い ま す 。
CalgaryHerald.com

総工費14億㌦のカルガリーがんセン
ター、2023年完成予定
アルバータ州政府はカルガリーがんセンターが予定通りの
スケジュールと予算内で進んでいることを発表。このがんセ
ンターは14億㌦と州最大のインフラプロジェクトとしてカル
ガリー大学のフットヒルズメディカルセンター近くに建設さ
れる予定です。完成後は12部屋に及ぶ放射線治療室、100
人の外来診療、160のベッド、100の化学療法用の椅子、研
究所、1650台収容可能な駐車場など、世界でもベストラン
キング に 入るがんセンターであると言 わ れています。 
DailyHive.com

アーバンスターカナダランド　ニュースアップデート

詳しくは下記へご連絡ください:

 Brent Knight（ブレント・ナイト）
 バイスプレジデント
 インターナショナルセールス

t: (403) 984-4050
c: (403) 815-7600
e: BKnight@UrbanStarCapital.com

 松下 新
 アジアパシフィック
 バイスプレジデント

t: 03-6452-6050
c: 080-1184-9445
e: AMatsushita@UrbanStarCapital.com

 光岡 隆宏 
 アジアパシフィック
 バイスプレジデントセールス 

t: 03-6452-6050
c: 090-6508-3125
e: TMitsuoka@UrbanStarCapital.com

〒107-0062 東京都港区南青山 
6－12－3－306

〒107-0062 東京都港区南青山 
6－12－3－306

〒107-0062 東京都港区南青山 
6－12－3－306

1043 19 AV SE , Calgary,
AB T2G 1M1, Canada

www.UrbanStarCanadaLand.com www.UrbanStarCanadaLand.com www.UrbanStarCanadaLand.com www.UrbanStarCanadaLand.com

John McMahon（ジョン マクマホン）
 アジアパシフィック
 シニアバイスプレジデント 

t: 03-6452-6050
c: 81-90-1760-3126
e: JMcmahon@UrbanStarCapital.com
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「アーバンスタ
ーの更地投資哲
学は、土地開発
を通じて価値の
向上が見込まれ
る未開発の土地
を購入すること
にあります。」

ディーン・ゴレンス、
アーバンスターCEO



reduce the regulations which have been slowing down the 
land development process.

UrbanStar recognizes the need for proper projections and 
planning for future growth. The company believes that if 
properly implemented, the Growth Plan can potentially add 
value to its projects through increased density allowances.

Interim Regional Growth Plan – Ongoing Discussion

The UrbanStar project team has been monitoring the 
progress of the Calgary Metropolitan Region Board 
(CMRB) with respect to the Alberta Government’s 
mandate for a regional growth plan (Growth Plan). At this 
time, no further information has been released and the 
CMRB is conducting ongoing planning discussions. The 
following information is a brief review of the Growth Plan 
mandate, and the CMRB’s progress towards a finalized 
Growth Plan.

As of January 2018, the CMRB was created to comply with 
a provincially-mandated growth management program. 
The CMRB recently completed their Interim Regional 
Growth Plan (IGP) which outlines areas of population 
growth, and servicing plans for future communities. The 
IGP was released in late September 2018 and has been 
adopted by the CMRB with a unanimous vote held in early 
October. 

Going forward, the CMRB will continue to meet and 
discuss the interpretation and implementation of the IGP 
to ensure that specific aspects of the plan are understood 
by all members. The project team will continue to attend 
the CMRB meetings and make any necessary adjustments 
which may arise from CMRB decisions during the 
implementation process.

UrbanStar is pleased to inform its investors of the events 
and progress the company has made since the December 
2018 Corporate Update. The company’s project planners 
(CivicWorks) continue to meet and work with various 
regulatory agencies to ensure UrbanStar’s projects align 
with municipal planning initiatives. 

Below is an overview of each UrbanStar project, regional 
infrastructure and economic information, and the most 
recent information available from project planners and the 
Calgary Metropolitan Region Board. For additional 
information please visit UrbanStar’s corporate website at  
www.urbanstarcanadaland.com.

GOVERNMENT & REGULATORY
Alberta – United Conservative Party Wins Provincial 
Election

The Province of Alberta held an election on April 16th, 
where the United Conservative Party (UCP) won 
commandingly and gained a majority government with 63 
of the possible 87 legislative seats. The UCP’s platform 
generally favors fiscal responsibility, lower taxes, 
decreasing cumbersome regulations, and fully supporting 
business and economic growth. UrbanStar is pleasaed 
with the election results and believes the UCP will create 
an environment where both small and large businesses 
thrive.

With the change in government, UrbanStar is hopeful that 
the UCP will review aspects of the Regional Growth Plan 
mandated in 2017 by the previous government. If 
reviewed, the company would not expect the Growth Plan 
to be abolished, but strongly believes the UCP could 
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プロジェクト・アップデート：ホースクリーク (HC) 280 エーカー

コクラン・レイクスのコンセプトプラン承認の概要
アーバンスター社が郡との間で経験したように、マ社も同様
の課題と遅延に対処し、エリア・ストラクチャー・プランの密度
許容値が再評価されるのを待っていましたが、ついにコンセ
プト承認に成功しました。
マ社は、追加の下水処理場の建設を提案しています。これは、
弊社にとって、インフラの必要性に関連して、コンセプト承認
を早める機会となる可能性があります。 
マ社は拡張に伴うコストを負担することにより、弊社はサー
ビスや公益事業への便利で安全なアクセスを得られるという
メリットがあります。 コクラン・レイク・ビレッジは、この地域
の衛生・水道システムを拡張するための原動力となります。
弊社は、ホースクリーク開発のための地域サービスのリクエ
ストを提出する予定です。
マ社の承認は、ホースクリーク開発を含むコクラン湖周辺の
土地の開発パターンを確立するための基調となるものです。
今後は、コクランレイクス・コンセプト・プランの承認を反映さ
せ、提案された密度を高めて、弊社のコンセプト・スキームを
更新し、2022年春から夏にかけて、郡に提出する予定です。

コクラン・レイク・ビレッジの承認された変更は、以下の通り
です:

マクドナルド・デベロップメント・コーポレーション（以下：マ社）の
コクランレイク・ビレッジ：コンセプト・プランの承認された変更

1. コクラン・レイク・ビレッジ
の土地を再指定することで、
より高い建築密度を実現す
る。新たな許容密度は、1エー
カーあたり3.2ユニットとする。
また、

2. 最大800戸の複合施設
を持つ新しい住宅地を開
発すること。

 記事原文（Rocky View Weekly）より：9ページ目

2021年、ホースクリーク・プロジェクトは急速に進んでいく予
定です。
2021年2月24日、ロッキービュー議会が審査とヒアリングを
行うのを1年以上待っていたマ社の申請が承認されました。
この承認により、都市型住戸（タウンハウス）が許可され、小
売建物と混合利用建物を含むハムレットコア（住宅郡核）が
一か所導入され、ホースクリーク用地の東に隣接して大通り
が敷設されます。弊社はコンセプトプランのサイトデザイン
を、マ社の承認の1エーカーあたり3.2ユニットよりも高い密
度に修正することができます。
ホースクリーク・プロジェクトに関する最新情報は、以下のリ
ンクよりご覧いただけます。

ホースクリーク・プロジェクト 2021年3月（原文・英語）

　 ホースクリーク・プロジェクト 2021年3月（日本語訳）

ニュース：コクランレイクの住宅開発を議会が承認
ロッキービュー郡（RVC）議会は2月23日の会議で、コクラン
湖に大 規模な住宅地を建設するための2つの項目を議決し
た。審議会は、 公聴会の後、全会一致でこれらの項目を承認
した。 
申請者のプレゼンテーションによると、この開発計画は、コク
ラン湖 を「コミュニティの中心的なアメニティ」として利用す
ることに重点 を置き、環境統合と居住者の楽しみのために自
然地域を保存し、強 化することを目的としている。 

https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=f5a23243-c33e-42b3-baff-f8b1aaee37a8&pnum=9
https://edition.pagesuite-professional.co.uk/html5/reader/production/default.aspx?pubname=&edid=f5a23243-c33e-42b3-baff-f8b1aaee37a8&pnum=9
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/HorseCreekUpdates_March2021_ENG_V4.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/USHorseCreekUpdates_March2021_JPN_V2.pdf


reduce the regulations which have been slowing down the 
land development process.

UrbanStar recognizes the need for proper projections and 
planning for future growth. The company believes that if 
properly implemented, the Growth Plan can potentially add 
value to its projects through increased density allowances.

Interim Regional Growth Plan – Ongoing Discussion

The UrbanStar project team has been monitoring the 
progress of the Calgary Metropolitan Region Board 
(CMRB) with respect to the Alberta Government’s 
mandate for a regional growth plan (Growth Plan). At this 
time, no further information has been released and the 
CMRB is conducting ongoing planning discussions. The 
following information is a brief review of the Growth Plan 
mandate, and the CMRB’s progress towards a finalized 
Growth Plan.

As of January 2018, the CMRB was created to comply with 
a provincially-mandated growth management program. 
The CMRB recently completed their Interim Regional 
Growth Plan (IGP) which outlines areas of population 
growth, and servicing plans for future communities. The 
IGP was released in late September 2018 and has been 
adopted by the CMRB with a unanimous vote held in early 
October. 

Going forward, the CMRB will continue to meet and 
discuss the interpretation and implementation of the IGP 
to ensure that specific aspects of the plan are understood 
by all members. The project team will continue to attend 
the CMRB meetings and make any necessary adjustments 
which may arise from CMRB decisions during the 
implementation process.

UrbanStar is pleased to inform its investors of the events 
and progress the company has made since the December 
2018 Corporate Update. The company’s project planners 
(CivicWorks) continue to meet and work with various 
regulatory agencies to ensure UrbanStar’s projects align 
with municipal planning initiatives. 

Below is an overview of each UrbanStar project, regional 
infrastructure and economic information, and the most 
recent information available from project planners and the 
Calgary Metropolitan Region Board. For additional 
information please visit UrbanStar’s corporate website at  
www.urbanstarcanadaland.com.

GOVERNMENT & REGULATORY
Alberta – United Conservative Party Wins Provincial 
Election

The Province of Alberta held an election on April 16th, 
where the United Conservative Party (UCP) won 
commandingly and gained a majority government with 63 
of the possible 87 legislative seats. The UCP’s platform 
generally favors fiscal responsibility, lower taxes, 
decreasing cumbersome regulations, and fully supporting 
business and economic growth. UrbanStar is pleasaed 
with the election results and believes the UCP will create 
an environment where both small and large businesses 
thrive.

With the change in government, UrbanStar is hopeful that 
the UCP will review aspects of the Regional Growth Plan 
mandated in 2017 by the previous government. If 
reviewed, the company would not expect the Growth Plan 
to be abolished, but strongly believes the UCP could 
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※掲載されているスケジュールによると、郡はまだ一般市民と一緒に土地利用やサービスのシナリオを評価しておらず、計画の
方針も明らかにしていません。この作業は2021年に完了すると予測されています。アーバンスター社は、ベアーズパウ・エリアス
トラクチャー・プランに弊社のビジョンが反映されるよう、郡のコミュニティ参画プログラムに参加し続けています。

グレンデール・マウンテン・ビュー・プロジェクトに関する最新情報は、以下のリンクよりご覧いただけます。

 グレンデール・マウンテン・ビュー・プロジェクト  2021年4月（原本・英語）

　グレンデール・マウンテン・ビュー・プロジェクト 2021年4月（日本語訳）

郡はエリアストラクチャー・プランの完成予定表を新たに掲載しました。 
本計画は、今後1年間で4つのフェーズに分けて取り組まれます：

プロジェクト・アップデート：グレンデール・マウンテン・ビュー (GDMV) 674エーカー
クリスティ氏は、ロッキービュー郡の行政と積極的に連携し、以下のように説明しています。「私
たちは、この地域のすべての開発業者同様、辛抱強く待ってきました。ロッキービューは、自ら
掲載したベアーズパウ地域建設計画（ASP）の公開期限を守っていません。新たなASPが無け
ればグレンデールマウンテンビューの申請を押し進めることはできません。旧ASPには、郡議
会がグレンデールマウンテンビューの現行計画を承認するための適正な方針枠組みが提供さ
れていないからです。」

アーバンスター社は、郡がベアーズ・パウ・エリアストラクチャー・プラン（ASP）を完成させるための作業計画を進めることがで
きなかったことをもどかしく思います。郡の作業計画全体を担当していたプランナーの突然の退任に加え、コロナ禍がこの状況
に拍車を掛けました。グレンデール・マウンテン・ビューの申請は、2017年から正式に提出され、2019年に更新されました。グレ
ンデール・マウンテン・ビューの申請はベアーズパウASPが完了するまで進められません。新しいベアーズパウASPが採択され
れば（2021年冬）、弊社は評議会に提出した計画を進めることができると理解しています。 郡はつい最近、ベアーズパウ ASPの
完成スケジュールを修正して掲載しましたが、内容は以下の通りです：

「私たちは、この地域の
すべての開発業者同様、
辛抱強く待ってきました」

フェーズ 1  フェーズ 2  フェーズ 3  フェーズ 4

2019年 3月～6月

プロジェクトの開始＆
背景の分析

地域のコンサルテーション 計画の作成＆エリアストラク
チャー・プラン下書きの公開

エリアストラクチャー・プラン（公聴会）

2021年 春・夏 2021年 秋 2021 冬

https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/GlendaleMountainViewUpdates_April2021_ENG_V2.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/GlendaleMountainViewUpdates_April2021_ENG_V2.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/GlendaleMountainViewUpdates_April2021_JPN_V2.pdf
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decreasing cumbersome regulations, and fully supporting 
business and economic growth. UrbanStar is pleasaed 
with the election results and believes the UCP will create 
an environment where both small and large businesses 
thrive.

With the change in government, UrbanStar is hopeful that 
the UCP will review aspects of the Regional Growth Plan 
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reviewed, the company would not expect the Growth Plan 
to be abolished, but strongly believes the UCP could 
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カルガリー不動産情報の更新
カルガリーは、大きな可能性を秘めた活気あふれる都市です。 130万人以上の人々がこの美しい街をに住み、さらに何千人もの
人々がこの地域に移住してきているため、住宅市場はかつてないほど大きくなっています。カナダの不動産市場は劇的な動きを
見せています。 以下は、グレーターカルガリー経済圏 (the Greater Calgary Economic Area)のハイライトです。

市場レポートの概要

アーバンスター：ウェブサイトをリニュ
ーアル予定
新しいウェブサイトは、わかりやすいナビゲーションと現
代的なスタイルを重視した新鮮なフォーマットとなりま
す。 新ウェブサイトでは、企業の方向性、投資機会、プロ
ジェクトの最新状況などの詳細情報を提供するとともに、
企業活動に素早くアクセスできるようになります。
投資家の皆様、どうぞご期待ください。

アーバンスター：特設サイトとLINEを立ち
上げ！
 
日本との特別な関係を反映
2021年2月、アーバンスター社では、現行プロジェクトである
ホースクリーク・デベロップメント・フェーズ２の概要をまと
めた特設サイトを開設しました。弊社について、ランドデベロ
ップメント投資や、カナダとカルガリーエリアの特徴などの
情報も新しいデザインを用いてご案内しています。ぜひ ブッ
クマークいただき、ご興味ある方へご共有いただけると幸い
です。またLINEでの情報配信を行い、チャットでのお問合せ
も可能です。ぜひお友だち登録をよろしくお願いいたします。

 ホースクリーク特設サイト　　  LINEお友だち登録はこちら

• 前年比147％の売上増（2020年3月～2021年3月） 
• 現地市場では14年ぶりの高水準の販売実績 
• 再販売在庫は2014年以来の低水準 
• 在庫と住宅リストの減少が、価格上昇の予測を後押し

以下のリンクより詳細をご覧いただけます:

 アルバータ不動産委員会レポート(Alberta Real Estate Asso-
ciation)

 2007年以来の売上最高月達成 カルガリー住宅市場（CBCニュー
ス）

https://lp.urbanstarcanadaland.com/
https://lin.ee/QwdU2U5
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/creb-housing-market-march-1.5974375
https://configio.blob.core.windows.net/media/em_AlbertaRE/Attachments/Stats/Public%20Files/City%20of%20Calgary%20-%200046%20-%20Public.pdf
https://configio.blob.core.windows.net/media/em_AlbertaRE/Attachments/Stats/Public%20Files/City%20of%20Calgary%20-%200046%20-%20Public.pdf
https://www.creb.com/-/media/Public/CREBcom/Housing_Statistics/07_2020_Calgary_Monthly_Short_Summary.pdf?la=en
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/creb-housing-market-march-1.5974375
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/creb-housing-market-march-1.5974375
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過去のアップデート
過去の出来事をふり返ってご覧になりたい場合は、こちらから
過去のコーポレート・アップデートをご覧いただけます。

暗号通貨の導入に関して
アーバンスター社は、暗号通貨を使って、投資家
の皆様が弊社のプロジェクトへ投資いただける
方法を検討しております。詳細が決まりましたら、
改めてご案内いたします。どうぞご期待ください。

詳しくは下記へお問合せください：

アーバンスター・カナダランド
代表問合せEメールアドレス

      Invest@UrbanStarCapital.com

1043 19 AV SE, Calgary, AB T2G 1M1

www.UrbanStarCanadaLand.com

　

・この翻訳文書は英文書の内容を理解しやすいようにする参照目的のために作成されたものであり、正式な文書ではありません。英文書の内容に従って翻訳をしていますが、正確性
を保証するものではありません。 ・本資料は適格投資家に対して作成されたものですが、証券の購入や勧誘を目的としたものではありません。土地への投資にはリスクが伴い、本投
資は元本が保証されたものではありません。土地の価格は経済や不動産市場の状況によって大きく変動することがあります。また、当社の過去の投資実績は必ずしも現在若しくは将
来の実績を保証するものではありません。この広告は情報提供だけを目的としたもので、認定投資家などのUrbanStarが認める適格な投資家がUrbanStarの有価証券を評価すること
のみのために、秘密保持を前提として提供しています。有価証券の販売はすべて、資格を持った代理人を通して行われます。本プレゼンテーションを許可なく使用することは禁止しま
す。この広告の、口頭であなたに伝えた情報を含めUrbanStarとその事業に関連してあなたに書面またはその他の方法で伝えたあらゆる情報は、通知なく更新・完了・改訂・確認・変
更されることがあり、その変更等は大きなものである可能性もあります。この広告は財務・金融・税金・法律・経理のアドバイスを与えることを意図したものでなく、また投資の検討に
必要なすべての情報を網羅していることを意図したものでもありません。投資を検討する場合はUrbanStarおよびその有価証券の諸条件について、どのようなメリットやリスクがある
かも含めた独自の調査・分析を行い、UrbanStarに投資することの法律・財務・税金上の影響について独自に専門家のアドバイスを得ることを推奨します。本有価証券は、投機性が高
いことを十分に認識してください。

アーバンスター・コクランレイク・ノース・リミテッド
104エーカーの不動産開発用地の購入及び開発、15,000,000
ドル分のユニットを私募します。コクランノース地域ストラクチ
ャー計画（ASP）内に位置し、モンテラ・コクランレイクス開発地
に隣接しています。この土地は、ロッキービュー郡のカウボー
イトレイル、ハイウェイ#22に沿ってコクランの町から北へ1-2
マイルのところにあります。コクラン町の北境界線よりおよそ
2キロ、ハイウェイ22号、カウボーイ・トレイル沿いに面してい
る。行政区域はロッキービューカウンティ(郡)。
　　詳細資料：コクランレイク・ノース（原文・英語）
　　詳細資料：コクランレイク・ノース（日本語訳）

アーバンスター・コクランレイク・サウス・リミテッド       
53.5エーカーの不動産開発用地の購入及び開発、7,500,000ド
ル分のユニットを私募します。コクランノース地域ストラクチャ
ー計画（ASP）内に位置し、モンテラ・コクランレイクス開発地
に隣接しています。この土地は、ロッキービュー郡のカウボー
イトレイル、ハイウェイ#22に沿ってコクランの町から北へ1-2
マイルのところにあります。コクラン町の北境界線よりおよそ
2キロ、ハイウェイ22号、カウボーイ・トレイル沿いに面してい
る。行政区域はロッキービューカウンティ(郡)。
　　詳細資料：コクランレイク・サウス（原文・英語）
　　詳細資料：コクランレイク・サウス（日本語訳）

2021年6月：アーバンスターより2つの新プロジェクトのお知らせ

コクラン・ノース

コクランレイク・ハムレット

コクラン町

 2019年5月 (1) 
 2018年12月21日 
 2018年9月18日 
 2018年8月20日 
 2018年7月24日

Coming Soon  

https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/UrbanStar_CorporateUpdate_ENG_Nov2020V5.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/UrbanStar_CorporateUpdate_JPN_Nov2020V3.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/UrbanStar_CorporateUpdate_March2020_ENG_V4.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/UrbanStar_Corporate_March2020_JPN_V2.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/UrbanStar_CorporateUpdate_Dec2019_English.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/UrbanStar_CorporateUpdate_Dec2019_Japanese.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/NEWSLETTER_Aug2019_English.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/NEWSLETTER_Aug2019_JAPFinal.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/CorporateUpdate-201905-Eng-1.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/CorporateUpdate-201905-Jap-1.pdf
www.UrbanStarCanadaLand.com
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/USCochraneLakesNorth_TermSheet_ENG_V1.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/USCochraneLakesNorth_TermSheet_JPNV1.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/USCochraneLakesSouth_TermSheet_ENG_V1.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/USCochraneLakesSouth_TermSheet_JPNV1.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/CorporateUpdate-201905-Eng.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/CorporateUpdate-201905-Jap.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/CorporateUpdate-20181212-Eng-V3.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/CorporateUpdate-20181221-JP-V1.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/CorporateUpdate-20180918-Eng-V2.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/CorporateUpdate-20180918-Jap-V2.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/CorporateUpdate-20180820-Eng-V2.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/CorporateUpdate-20180820-Jap-V2.pdf
https://www.urbanstargroup.ca/wp-content/uploads/CorporateUpdate-20180719-V3.pdf
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/CorporateUpdate-20180724-JP.pdf

