
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
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。
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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

〒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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ホースクリークからの眺め

プロジェクト・アップデート：ホースクリーク・コンセプトスキーム
マクドナルド・デベロップメント社によるコクラレイク·ビレッジ構想への申請が承認された結果、コクランノース·エリアストラク
チャー·プラン（ASP）の将来的な再指定が差し迫ったものとなりました。アーバンスターは、投資家の皆様のために価値を高め
る重要な機会を見出し、ホースクリークのコンセプトプランを313ユニット（1エーカーあたり1.1軒）から949ユニット（1エーカー
あたり3.3軒）に調整します。

プロジェクトのビジョン
ここは、コクラン湖住宅群とスムーズに連結し、カナディア
ンロッキー山脈の息をのむような絶景を見渡せる素晴らし
い場所です。ホースクリークのコンセプトスキームの境界線
は、コクラン湖住宅群に直接隣接し、西側の視界を遮るもの
がないコクランノースASPに接する数少ない地域の1つで
す。この素晴らしい眺望は、このコミュニティの統合戦略を支
える共有アメニティスペースや公園と併せて、地域のすべて
の住民と共有されるものです。

プロジェクトの概要
アーバンスターは、タウンシップ プランニング＋デザイン社
と提携して、コクラン湖住宅群に隣接するロッキービュー郡
の用地（280.84エーカー＝約1.14㎢）の提案書を作成しまし
た。公開協議を経たのち、アーバンスターはコンセプトスキ
ームをロッキービュー郡に提出して、承認を求めます。この文
書は法定のものではありませんが、自治体の承認を得た場
合、コミュニティ開発の指針となります。周囲の環境に関する
知識を得て、このユニークな開発は急斜面とロッキー山脈の
素晴らしい景観を維持しつつ、この地域で進行中の開発にス
ムーズに溶け込みます。



今後の流れ
提案されたスケジュール:

April - August 2021 September - October 2021 October - December 2021 January - February 2021

March - April 2022April 2022June 2022

1. 提出前(2021年4～8月)： 計画と該当調査の更新、公共 協議の実施 
2. 郡への正式な提出（2021年9月）： コンセプトスキーム、ASP小修 正、土地使用区画整理申請の 正式提出 
3. 回覧・審査期間（2021年10月～12月）： 郡職員と回覧照会当局による 申請の審議
4. 付託コメント待ちの修正・改訂（2022年1月～2月）： 関連付託コメントのコンセプト スキーム草案への組み込み
5. 公聴会（2022年3月～4月）： コンセプトスキーム、ASP修正、 土地使用の正式公聴会
6. 承認（2022年4月）： コンセプトスキーム、ASP修正、 区画整理の承認
7. 地域承認（2022年6月）： コンセプトスキームはカルガ リー都市区委員会の承認を受 ける必要あり 
※ 今後の流れは、郡の指示に基づき変わることがあります。また郡の選挙結果の影響を受ける可能性があります。

フェーズ

フェーズ 1

日付: 2021年夏

Phase 2 フェーズ 2

日付: 2021年 秋

オープンハウス  
– 正式提出の前 

「フォードバック」レポート

日付: 2021年秋

次の表は、エンゲージメントプロセスの枠組みを示しており、 
さまざまな活動の概要とその目的を示しています：

開発活動
• ロッキービュー郡に事前申請

• プロジェクト情報、背景、フィードバックの機
会を含むプロジェクトウェブサイト（URL:  未
定）

• 重要なメッセージやオープンハウスへの案
内状、キッセル議員（Councilor Kissel）との
一般の準備会議を記載した広告/郵便物の
配布

• コミュニティエンゲージメントのセッション
を計画する（オープンハウス）

• プロジェクト ウェブサイトで最新情報を提
供する

• 必要に応じて、利害関係者との個別ミーティ
ングができるようチームを調整する

• エンゲージメントでの反応をサマリーレ
ポートにまとめる

• 取り入れられたフィードバックを強調し、
取り入れられなかった要素の理由に言及
する。

目的
• プロジェクトチームを一般に紹介

• プロジェクトのビジョン、原則、目的を伝える

• プロジェクトの潜在的な擁護者との関係を
築く

• ウェブサイトやオープンハウスで、提案した
デザインコンセプト、コンセプトスキーム、
土地利用戦略に関するフィードバックを受
ける機会を設ける

• デザインコンセプトに加えた変更事項を
伝える

• オープンハウスへの反応を共有する

• 郡議会、ロッキービュー郡担当者、および
プロジェクトの利害関係者にレポートを共
有する

• 最終提案を共有する
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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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計画の段階
アルバータ州の地方自治法は、市町村の運営について詳細を規定しており、かつ地域共同体の設立を可能とする土地利用の
方針を示しています。アルバータ州土地利用の枠組みとあわせ、これらの文書は同州の目標と地域計画の概要を示すもので
す。こうした計画は、法定または法定外の計画によってさまざまなレベルで支援されます。ホースクリークのコンセプトスキー
ムは法定外の文書ですが、ロッキービュー郡が採用した場合、指定地域の開発の指針となります。

Provincial: 州、Regional: 地域、Municipal: 市町村 、
 Regulatory: 規制 、Planning Document: 計画文書

• Alberta Land Stewardship Act: アルバータ州土地管理
法

• Land Use Framework: 土地利用の枠組み
• Municipal Government Act: 地方自治法
• Land Use Bylaw: 用地使用条例
• Municipal Development Plan: 都市開発計画
• South Saskatchewan Regional Plan: サスカチュワン州

南部地域計画

• Calgary Metropolitan Region Board: カルガリー市都市
部地域委員会

• Municipal Development Plan: 暫定成長計画 
• Rocky View County Plan: ロッキービュー郡のプラン
• Area Structure Plan: エリアストラクチャー・プラン
• Cochrane North Area Structure Plan: コクランノース・

エリアストラクチャー・プラン
• Conceptual Scheme: コンセプトスキーム
• Horse Creek Conceptual Scheme: ホースクリーク・コン

セプトスキーム

プロジェクトの位置
ホースクリークの計画地域は、主要幹線道路沿いにあり、都
市部に近接した戦略的な立地環境にあります。このプロジェ
クトでは地域の上下水設備を利用するため、長期にわたる
水道設備全体の持続可能性を促進します。ここは、コクラン
ノースASP（エリアストラクチャー・プラン）のうち、西側のパ
ノラマ眺望を遮るものがない数少ない土地資産の1つです。
計画地に住む住民と同じく、コクラン湖住宅群の住民が、共
有地を散策したり、景観を楽しむ機会を持つことは重要であ
り、こうした繋がりは、コクラン湖住宅群がコクラン北部コミ
ュニティの中心的存在となるのにも役立ちます。
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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
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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.
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(CivicWorks) continue to meet and work with various 
regulatory agencies to ensure UrbanStar’s projects align 
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recent information available from project planners and the 
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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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ホースクリークの景観デザインパッケージ
ホースクリーク・コンセプトスキームと併せ、タウンシッププランニング＋デザイン社は、開発地の景観設計を開始しています。  
添付のリンクをご覧ください。

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＋デザイン社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・ワークス社プリンシパル）がお知らせします。ベンダー氏は、アーバンスターのリードプランナーを8年以上務めています。
公認プロフェッショナルプランナー（RPP）、カナダプランナー協会正会員（MCIP）。カルガリー大学政治科学科卒、同大大学院コ
ミュニティプランニング学科環境デザイン科修士課程修了。サイモンフレーザー大学にて都市デザイン認定証書取得。同氏が
持つ躍動感あふれる新たなコミュニティの創生、そして住宅、商業、工業プロジェクトを手がける土地開発のクライアントとの経
験は、アーバンスターの今日の成功に欠かせないものとなっています。
アーバンスターは、開発ビジョンを実現するため、経験豊富なコンサルタントと提携しています。コンサルタントには開発前調査
と分析、コミュニティプランニングやデザインなどを依頼しています。タウンシッププランニング＋デザイン社：プロジェクトマネ
ジメント、用地設計とマスタープランニング、コンセプトスキーム開発、コミュニティーエンゲージメント、承認の促進、ナバグラ
社：景観、オープンスペースマスタープラン、ウェストフ・エンジニアリングリソース社：生物物理学的影響評価、バント＆アソシ
エーツエンジニアリング社：交通影響評価、ISL：土木工学。
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 景観設計の詳細

https://www.urbanstarcanadaland.com/wp-content/uploads/HRCK_landscape-design-package_Sept-21.pdf


アーバンスター
新ウェブサイト公開！
　　Visit Our Site

 アーバンスター・プロジェクト特設サイト

アーバンスター公式LINEアカウント
LINEアカウントお友だち登録をお願いいたします！

 公式アカウントのリンクはこちら

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。

Coming Soon  
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.UrbanStarGroup.ca

免責事項：・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。
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