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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、東京にサテライトオフィスを持つアーバンスターグルは、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。

アーバンスターはそのノウハウを駆使して当社の3,000人以上の投資家の皆様に質の高い土地投資機
会を提供し、現在1,100エーカー（約4.5㎢）以上の更地、そして2,400戸以上のさまざまな形態の住宅建
設予定により完成後の予測資産価値1億800万ドル以上、また25万平方フィート（23,200㎡）の商用地
により完成後の予測資産価値が最大30億ドル以上となる2つのマスタープランコミュニティーを管理し
ています。この土地は、土地ベースの不動産投資製品を通して、適格な投資家の皆様に販売されます。 

アーバンスターは、さまざまな不動産サービスを提供しています。また、2021年から2022年の完成後
資産価値が9000万ドルを上回る、目標300戸と商用地17000平方フィート(約1580㎡)を扱う集合住宅
部門と1戸建て部門を創設しました。

「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

CANADA LAND 資本保護、財産創造、投資家・企業アライメント

経営陣

アーバンスターは組織が成功する決定要因はその会社の日々の業務に携わる個々人にあると考えています。次に紹介する専門家チームは、従来
型の不動産投資や新しい不動産投資の分野での経験や専門性を最大限に活かします。

ディーン·ゴレンス BA、CHRP、AMP | CEO 
ゴレンスは2004年以降、土地開発と民間貸付の分野に従事してきました。シンジゲートモーゲージ、モーゲージ投資企業、更地や土地開発製品な
ど、様々な不動産製品の資本を高めることに経験を積んでいます。資金調達、製品開発、経営者や 役員レベルの投資家や自己資本調達者とのビ
ジネスに優れた手腕を発揮します。ゴレンスはこれまでに小売り·卸売りレベルで2億ドル以上調達してきました。

アンドレ·ベンソン | バイスプレジデント オペレーションズ
ベンソンは20年以上にわたってエネルギー業界で事業開発や運営に携わり、また複数の公共および民間サービス企業において、10年以上のシ
ニアマネージメントを務めてきました。またベンソンは、リアルター（公認不動産業者）として、カナダ·アルバータ州の州政府と地方自治体におけ
る不動産業の専門知識を兼ね備えています。

松下　新| アジアパシフィック プレジデント
30年に及び金融業界での実務経験者でケミカル銀行（現JPモルガンチェース）、リーマンブラザース、UBS、ノバスコシア銀行などで営業グループ
ヘッド、アナリストを歴任。2009年より英系投資アドバイザリー会社にて海外投資アドバイザー。ミシガン大学卒業·経済学士。

堤　太郎| アジアパシフィック バイスプレジデント
大学卒業後、大手教育機関にて学習アドバイザーとして勤務。その後、海外金融機関にて個人·法人向け金融商品のコンサルタントとして勤務。そ
の経験を活かしファイナンシャルプランナーへ。現在は様々な金融商品を活用し、個人·法人問わず、将来への投資形成や保障の準備をメインにコ
ンサルタント活動を行う。

アーバンスター・ホースクリーク・デベロップメント・フェーズ２・リミテッド
≪現在販売中≫

経営陣
アーバンスターは、組織が成功する決定要因はその会社の日々の業務に携わる個々人にあると考えています。次に紹介する専
門家チームは、従来型の不動産投資や新しい不動産投資の分野での経験や専門性を最大限に活かします。

ディーン・ゴレンス  BA、CHRP、AMP | CEO
ゴレンスは、2004年以降ランドバンキングと民間貸付の分野に従事してきました。シンジゲートモーゲージ、モーゲージ投資
企業、更地や土地開発製品など、さまざまな不動産製品の資本を高めることに経験を積んでいます。資金調達、製品開発、経営
者や役員レベルの投資家や自己資本調達者とのビジネスに優れた手腕を発揮します。ゴレンスは、これまでに小売り・卸売り
レベルで2億ドル以上調達してきました。

ピーター・フォルニエ | 社長
フォルニエは、民間貸付分野で15年間の経験があり、資金調達、製品開発、ランドバンキング、モーゲージ投資企業、シンジゲー
トモーゲージ、経営者や役員レベルの投資家や自己資本調達者との事業に豊かな経験があります。フォルニエは、ランドバン
キング、MICやシンジゲートモーゲージといったさまざまな製品の資本を2億5000万ドル以上高めることに携わってきました。

アンドレ・ベンソン | バイスプレジデント オペレーションズ 

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
マクマホンは10年以上にわたってアルバータ州不動産市場のシニアアンダーライターを勤めました。またフォーチュン100社
の一つトラベラーズのチームリーダーとして、アルバータ州不動産業界で15年以上にわたって新居保証と金融に携わり、西部
カナダで700社の建築業者、開発業者と毎年18,000件に上る住宅供給を扱ってきました。

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。

アーバンスターはそのノウハウを駆使して当社の3000人の投資家の皆様に質の高い土
地投資機会を提供し、現在1000エーカー（約4㎢）以上の更地、そして1800戸以上のさま
ざまな形態の住宅建設予定により完成後の予測資産価値8600万ドル、また11万7000平
方フィート（1万870㎡）の商用地により完成後の予測資産価値が最大13億ドルとなる2
つのマスタープランコミュニティーを管理しています。この土地は、土地ベースの不動産
投資製品を通して、適格な投資家の皆様に販売されます。

アーバンスターは、さまざまな不動産サービスを提供しています。また、2019年から 
2020年の完成後資産価値が9000万ドルを上回る、目標300戸と商用地17000平方フィ 
ート(約1580m²)を扱う集合住宅部門と1戸建て部門を創設しました。

「アーバンスタ
ーの更地投資
哲学は、土地
開発を通して
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

カナダ、アルバータ州、カルガリー

カナダの土地及び不動産の投資

資本保護、 財産創造、 投資家・企業アライメントCANADA LAND
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ベンソンは20年以上にわたってエネルギー業界で事業開発や運営に携わり、また複数の公共および民間サービス企業にお
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ディーン・ゴレンス BA、CHRP、AMP | CEO
ゴレンスは、2004年以降ランドバンキングと民間貸付の分野に従事してきました。シンジゲートモーゲージ、モーゲージ投資
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者や役員レベルの投資家や自己資本調達者とのビジネスに優れた手腕を発揮します。ゴレンスは、これまでに小売り・卸売り
レベルで2億ドル以上調達してきました。

アンドレ・ベンソン | バイスプレジデント オペレーションズ
ベンソンは20年以上にわたってエネルギー業界で事業開発や運営に携わり、また複数の公共および民間サービス企業にお
いて、10年以上のシニアマネージメントを務めてきました。またベンソンは、リアルター（公認不動産業者）として、カ
ナダ・アルバータ州の州政府と地方自治体における不動産業の専門知識を兼ね備えています。

松下　新 | アジアパシフィックプレジデント
30年に及ぶ金融業界での実務経験者でケミカル銀行(現JPモルガンチェース)、リーマンブラザース、UBS、ノバスコシア銀行な
どで営業グループヘッド、アナリストを歴任。2009年より英系投資アドバイザリー会社にて海外投資アドバイザー。ミシガン大学
卒 経済学士。

堤　太郎 | アジアパシフィックバイスプレジデント
大学卒業後、大手教育機関にて学習アドバイザーとして勤務。その後、外資金融機関にて個人·法人向け金融商品のコンサルタ
ントとして勤務。その経験を活かしファイナンシャルプランナーへ。現在は様々な金融商品を活用し、個人·法人問わず、将来への
投資形成や保障の準備をメインにコンサルタント活動を行う。

CALGARY, ALBERTA, CANADA

UrbanStar Group of Companies has its head office located in Calgary, Alberta and an 
international office in Tokyo, Japan. UrbanStar is a firm that designs, implements and 
operates real estate asset management solutions for investors. The portfolio strategy of 
its real estate offerings is firmly focused on investing in selected regional cities in the 
thriving markets of Western Canada. 

UrbanStar uses its expertise to provide our 3000 investors with quality land investment 
opportunities and currently manages over 1000 acres of raw land and two master planned 
communities with a total land syndication amount of $86,000,000 with a potential build out 
of over 1800 mixed use housing units, 117,000 sq ft of commercial space, and a build out 
value of up to $1.3 billion. We make this land available to qualified investors through 
land-based, real estate investment products.

UrbanStar has the ability to offer an array of real estate services, and we have 
recently created our multi and single-family home divisions with a target of 300 units 
and 17,000 sq ft of commercial space with a build out value over $90,000,000.00 for 
2019-2020.

The Principals and Management
UrbanStar believes that the determining factors behind the success of any organization are the individuals involved in the 
day-to-day operations of that company. Experience and excellence in the field of traditional and alternative real estate 
investments are maximized with a team that includes:

Dean Gorenc  BA, CHRP, AMP | CEO  -  Mr. Gorenc has worked in the Land Banking and Private Lending industry 
since 2004. His experience includes raising capital for various real estate offerings including syndicated mortgages, 
mortgage investment corporations, raw land and land development offerings. Strengths include fundraising, product 
development, dealing with investors and equity capital providers at an executive and board level. Mr. Gorenc has 
raised over $200 million on a retail & wholesale level during his career.

Andre Benson | Vice President Operations  -  Andre has over 20 years in Business Development and Operations in 
the energy industry and has over 10 years in senior management positions within several public and private 
service companies. Andre has extensive experience with product development, marketing, client accountability, capital 
acquisition and operational efficiency.  Andre is also a Realtor with specialized knowledge of local municipal and provincial 
Real Estate markets in Alberta, Canada.

Arata Matsushita | President Asia Pacific  -  Arata graduated from the University of Michigan with a bachelor's degree in
economics. With over 30 years of financial industry experience, Arata has worked as a sales group head and analyst at such 
firms as; Chemical Bank (now JP Morgan Chase), Lehman Brothers, UBS and Scotiabank. While based in Tokyo, Arata has 
been an overseas investment advisor with a British asset advisory firm since 2009.  Arata joined UrbanStar our President of 
Asia Pacific in 2015.    

UrbanStar Horse Creek Development PH2 Ltd. - Current Offering
Introducing UrbanStar

CAPITAL PRESERVATION, WEALTH CREATION, INVESTOR CORPORATE ALIGNMENT

“The Urban-
Star raw land 
investment 
philosophy is 
to purchase 
undeveloped 
land that has 
the potential 
to increase in value through 
land enhancements."

Dean Gorenc, 
CEO UrbanStar

アーバンスター・コクランレイク・ノース・リミテッド
《現在販売中》
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物件概要
• 物件所在地の法的表記：5;4;26;26;NW
• コクラン町の北境界線よりおよそ6キロ、コクランノース地域ス
トラクチャー計画 (ASP) 内にありコクラン湖の隣に位置し、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)。

投資概要
• 価格帯に分かれた株式価格。満株の最初の50%の販売株価は
$5.00、残り分の株価は$7.50、2022年6月1日以降は、＄7.50とな
る。
• 1ユニットは(A)950ドルの劣後貸付契約(B)50ドルの無議決権ク
ラスB株式10株で構成される。
• クラスB株の保有者は当該物件の売却による純利益の75%を得
るものとする。
• 出資金の95%はタイトルで物件への担保付劣後貸付契約と5%
の会社のクラスB株により保全される。
• 当該物件のコンセプトプラン及び売却までの期間はおよそ3-5
年を想定している。
• 投資可能者：適格投資家
• 最低投資金額：25ユニット（25,000ドル）
• カナダドルに加えて仮想通貨も受け入れています。

物件の詳細及び土地利用 
• 物件はコクラン町のやや北に位置し、コクランノース地域ストラ
クチャー計画の区域内でおよそ104エーカーの面積がある。
• この土地は未来の「住宅・オープンスペース群」と指定されてお
り、住宅密度は1エーカーにつき1軒（仮に計画地の30％がオープ
ンスペースなら2軒）を提案している。集団住宅用地使用は一戸
建てから集合住宅まで多種の住宅を考慮に入れている。現在、約
174単位に区分されている。
• 取得目的 - 直近の1.0-3.3 UPA土地利用認可に対し、現在のエ
リア・ストラクチャー・プランに準拠したものとして再認可を取得す
るため。最大限の住宅利用に併せて事業・商業の利用を含めるこ
とが当社の狙い。
• 本私募で調達される出資金のうち純資金は104エーカーの土地
の購入とクラスター居住地開発のためのコンセプトプラン作成に
使われる。
• 物件の土地には市による飲料水及び下水道(アーバンスタンダ
ード)のサービスが受けられる。飲料水などの上水道はホースクリ
ーク水道サービス社から、また下水道はホースクリークスワー（下
水道）サービス社から提供される。

純益の使途
• 本私募による総収益のうちシンジケーション手数料は関係者に
支払われる。
• 予備費用として1，650，000ドルがコンセプトプラン作成および
土地の維持費用に設定される。
• コミッションは適用法令に従って紹介者に支払われる。

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ドル分のユニットの私募

 

 
This advertisement does not constitute a solicitation or an offer to purchase 
the securities referred to herein, which is being made to qualified investors. 
There are risks associated with an investment in land and our investments are 
not guaranteed. The value of land can fluctuate significantly as a result  of 
among other things, changing economic and real estate market conditions, 
and the past performance of our land investments is not necessarily 
representative of current or future performance 

UrbanStar Cochrane Lakes North Ltd. 
104 Acre Bare Land Real Estate Purchase and Development 

$15,000,000 Private Placement of Units 
 
         SUMMARY 

• Short legal name: 5;4;26;26;NW 

• Located within the Cochrane North Area Structure Plan and 
adjacent to the Monterra on Cochrane Lakes development. The 
land is 4 miles north of the Town of Cochrane along the Cowboy 
Trail, Highway #22, Rocky View County. 

INVESTMENT HIGHLIGHTS 
• Tiered share pricing: First 50% of full subscription share price 
is $5.00/share. The balance of available shares is $7.50/share 
price. All investments made within the first 6 months of 
investment rollout receive preferred share price of $5.00/share. 

• Each unit consists of: (A) $950 Subordinated Mortgage; and (B) 
$50 allocated to 10 Class B Non-Voting Common Shares. 

• The holders of the Shares shall be entitled to receive 75% of 
the net profits from the sale or development of the Land. 

• 95% of the investors’ funds will be secured against title and 5%  
shares in the corporation. 

• The anticipated time for completion of the Re-Designation and 
sale of the Land is approximately 3-5 years from fulfillment of 
subscription.   

• Accredited investors only,  with a minimum purchase 25 Units 
($25,000). 

THE PROPERTY AND LAND 

• The site is located slightly north of the Town of Cochrane and 
falls within the boundary of the Cochrane North ASP and is 
approximately 104 acres in area. 

• The site is identified as future “Cluster Residential and Open 
Space,” which suggests a residential density of 1.0 Units Per 
Acres (“UPA”) (or 2.0 UPA if 30% of the plan area is dedicated to 
open space). The cluster residential land use allows for an array 
of housing types that include varied single and multi-family forms. 
Currently, it is zoned for approximately 174 units or lots. 
 
• The net proceeds of the private placement will be used to acquire 
a 104 acre parcel of bare land between Calgary and Cochrane to 
seek Re-Designation of the Land to higher and better use. 
 
USE OF PROCEEDS 

• A syndication fee of the gross proceeds of the private 
placement will be payable to related parties. 

• A reserve fund of $1,500,000 will be established for the 
costs associated with the conceptual scheme and to fund 
the carrying costs of the Land. 

• Referral fees will be payable to eligible finders, subject to 
applicable securities laws.  

  The trade and distribution of the Units is subject to (i) compliance with all 
applicable securities laws, including without limitation, exemptions from the 
requirements to file a prospectus and to use the services of a registered 
dealer to distribute securities to the public (ii) the terms of a form of 
Subscription Agreement for the Units. 
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本ユニットの売買・分配について、次の要件が課されていま
す。(i) 該当するあらゆる証券法規に準拠すること。ただし、
目論見書提出要件の免除と、証券を一般配布するときに有
資格の代理人を通す要件の免除を制限なく含む。(ii) ユニッ
トの買取契約への準拠。
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• 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。有価証券の照会はすべて、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。本証券は非常に投機的であり、お客様の投資の
全額又は一部が失われることがあります。   

対象地：
アーバンスター・コクランレイク・ノース‐104エーカー
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コクランノース・ストラクチャー・プラン

詳しくは下記へご連絡ください：

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

www.UrbanStarGroup.ca

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

https://www.urbanstargroup.ca/
mailto:Invest%40UrbanStarCapital.com?subject=

