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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
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 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

2020年春のCOVID-19によるロックダウンの影響を受け、カ
ナダ全国の都市において、住宅購入シーズンが2020年後
半に集中したと考えられており、同委員会のチーフエコノ
ミストであるアン=マリー·ルーリー（Ann-Marie Lurie）氏は、

「COVID-19の第2波による規制は、今のところ2020年春のロ
ックダウン時のような（不動産販売の）妨げにはなっていな
い」と述べています。

      www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-real-estate-
board-december-home-sales-1.5861001

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。

アーバンスター·ニュースレター - 2021年1月
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カルガリー： 12月の住宅販売は、2007年以来最高

カルガリー不動産委員会（Calgary Real Estate Board）の発表
によると、2020年12月、住宅用不動産市場は、不動産業者が
約1,200軒の家を販売し、2007年以来最高の12月を迎えたと
いうことです。また、低金利と在庫の20％の低下が住宅販売
を後押し、それは2019年12月から40.1％の増加であると述べ
ています。

（アーバンスター社の現行プロジェクトの地である）カルガリ
ー市の北西に位置するコクラン町では、過去5年間で、2020年
は住宅販売のベスト·セールス·イヤーとなりました。また同市
の北に位置するエアドリー市の住宅販売は、12月としては過
去最高を記録しました。

NEWS UPDATE

https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-real-estate-board-december-home-sales-1.5861001
https://www.cbc.ca/news/canada/calgary/calgary-real-estate-board-december-home-sales-1.5861001


カルガリー企業、2022年までにアルバータ州のデジタルトランスフォーメーションに
184億ドルを投じる
カルガリーのビジョンは、世界最高の起業家に選ばれる都市になることです。私たちはイノベーションを受け入れ、食料、健
康、エネルギー、交通の分野で世界のニーズを満たすソリューションを創造しています。北米で最も住みやすい都市に投資し
てください。カルガリーのすべての産業でデジタル·トランスフォーメーションが起きています。カルガリーのデジタル·トラン
スフォーメーションの支出は、2019年から2022年の間に20%増加し、75億ドル（カルガリーの企業による支出）に相当すると
予測されています。カルガリーは、持続可能で包括的、かつ回復力のあるイノベーションのエコシステムの次世代に向けて推
進しています。

     Calgaryeconomicdevelopment.com/why-calgary/                         Digital Transformation Spending Increases

      PDF (Calgary Be Part of the Energy Master OCTOBER 2020)

カルガリーのもう一つの「ユニコーン」、
テック企業ベネヴィティが11億ドルで過
半数の株式を売却
カルガリーのテクノロジー産業は、これまでになく急速に
成長しています。べネヴィティ社（Benevity）の取引は、カル
ガリーの急成長するハイテク部門とアルバータ州の経済多
様化の支持者にとって大きなニュースです。過去2年間に
は、カルガリーに本拠を置くストックプランサービス会社の
ソリウム·キャピタル（Solium Capital）が、2019年に11億ド
ルでモルガン·スタンレー（Morgan Stanley）に売却したこ
とや、同年にカルガリーに本拠を置く医療研究会社パルバ
ス·セラピューティクス（Parvus Therapeutics）とサンフラン
シスコに本拠を置くバイオテクノロジー企業ジェネンテック

（Genentech）との間で10億ドルの取引が行われたことな
ど、この分野では他にもいくつかの「ユニコーン」取引が行
われています。

     Benevity Sale - $1.1B

データやAIのイノベーションをリードす
るカルガリーの企業
競争力と革新的なビジネスのエコシステムに加えて、カルガ
リーにはカナダでもトップレベルの技術者が集まっていま
す。カルガリーではこのようなイノベーションが起きており
ますが、現在のソリューションはAI（Artificial Intelligence=
人口知能）ができることのほんの一部に過ぎないため、この
都市がAIとML（Machine Learning=機械学習）のハブにな
る可能性を秘めているといえます。世界最大の課題を解決
するためにテクノロジーを活用する起業家にとって、ビジョ
ンを実現するための場所としてカルガリーが選ばれるとい
うことは、業界が成功するために必要な支援を受けることが
これまで以上に重要となります。

     Calgary Leading AI and ML Innovation

https://calgaryeconomicdevelopment.com/why-calgary/
https://calgaryeconomicdevelopment.com/newsroom/calgary-companies-to-lead-digital-transformation-with-7-5-billion-spend-through-2022/
https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/Calgary-Be-Part-of-the-Energy-Master-OCTOBER-2020.pdf
https://calgaryherald.com/business/local-business/another-calgary-unicorn-as-tech-firm-benevity-sells-majority-stake-for-1-1b
https://calgaryeconomicdevelopment.com/newsroom/calgary-businesses-leading-the-charge-for-data-and-ai-innovation/


詳しくは下記へご連絡ください:
 アーバンスター カナダランド 
 代表問合せメールアドレス

      Invest@UrbanStarCapital.com

1043 19 AV SE, Calgary, AB T2G 1M1

www.UrbanStarCanadaLand.com

Dear Valued Shareholder,

I wanted to wish all of our Urbanstar share holders a 
“Akemashite omedeto gozaimasu” from me personally.
　This year has been very stressful, eventful and full of 
challenges for the past year Globally. I hope all of your 
families have been safe and healthy. I want to thank 
everyone for their patience with the delays we have had 
with  the Rocky View County reviewing our Concept Plan 
for Glendale Mountainview.　This delay has shown the 
strength of our Companies that we can weather this 
difficult times unlike  other development companies.  I 
would also like to offer my personal apology for the 
delays as we have submitted our concept plan in 2017 
for review and consideration with a view to an exit for our 
sharehlders.  

I am confident that this year will be very positive for 
Urbanstar and thank you again for your ongoing support.  
Normally I would come to Japan and host several 
Shinnenkai to personally meet everyone who would like 
to meet me and thank them, unfortunately this year it 
is not possible.  This year in 2021 is very exciting as 
we are currently creating a new Landing Page Platform 
with LINE functions set for launch in February 2021.  I 
hope you will join the Urbanstar Corporate LINE APP so 
we can better communicate with you and share updates 
more efficiently.

Kind Regards,

Dean F. Gorenc, CEO

ディーン・ゴレンス (CEO) よりご挨拶

大切な株主の皆様へ、

アーバンスターの株主の皆様、あ
けましておめでとうございます。

昨年はコロナの影響で仕事の上
でのストレスが多く、波乱に溢れ、
世界中が混乱してしまう大変な一
年でしたが、コロナ禍はまだまだ
収束しそうにありません。皆様に
おかれましてはご家族の皆様とも
どもご健勝をお祈り申し上げます。

弊社が2017年に既に提出しているグレンデールマウンテン
ビューのコンセプトプランの検討に関し、ロッキービュー郡
がなかなか着手できずにいることについて、皆様には多大
なご迷惑とご心配をおかけしており、忍耐をお願いするば
かりで心よりお詫び申し上げる次第です。通常ですと昨年の
ように訪日し、皆様と直接お会いして説明し、新年を祝い、日
ごろの感謝を申し上げるところですが、残念ながら今年はで
きません。

その代わりではありませんが、双方のコミュニケーションを
さらに改善させるため、現在LINE機能を備えた新しい特設
サイトを作成中で、早ければ来月にもリリースを予定してお
ります。皆様ぜひLINEアプリにご参加され、今まで以上、情
報を効率的に共有させていただければと思っております。

コロナはしばらく収束しそうにありませんが、ワクチンの普
及とともに今年は期待の持てる年になると確信しておりま
す。今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げ
ます。

敬具

ディーン・F・ゴレンス、 CEO

アーバンスター： 特設サイト公開間近！
アーバンスター社では、弊社概要及び現在販売中のホース
クリーク・プロジェクトに関する特設サイトを新しいデザイン
と共に構築しております。より多くの方にブックマークまたは
ご共有いただけるよう最善を尽くしております。公開に関して
は、また正式なご案内をいたします。どうぞご期待ください。

https://www.urbanstarcanadaland.com/

