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EB-5 プログラムは、家族や 
次世代の文化をつなぐ永遠

の架橋です。”

本書は、いかなる有価証券、投資金融商品、または
投資の販売を提案、勧誘、推奨するものではなく、

あるいはその購入を提案する勧誘でもありません。本
プレゼンテーションに記載されているのは情報の概要

です。投資決定に必要なすべての情報ではありません。
投資決定に関する提案はいずれも、適格投資家の皆様に 

正式提案文書（サブスクリプションドキュメント付のPPMな
ど）または取引の重要事項を記載したその他適切な資料の送

付によってのみ、行われます。

Civitasの本拠地テキサス州ダラスにあるマーガレットマクダーモットブリッジは近隣地域同士のつなが
りに貢献しています。この橋は、投資家やコミュニティなどを豊かにする機会を創出するという弊社の
目的の象徴です。

32

civitas

[siv-i-tas; Latin kee-wi-tahs]

名前はどのような意味ですか？
 Civitasは、弊社のルーツを反映した「都市」と「市民権」

を意味するラテン語です。私達は、世界中の人々から投
資に興味を持っていただくことで社会に貢献しており
ます。

 過去10年間、Civitas投資の足跡は、私達が本拠を置く都
市からさらに広がって、西海岸や東海岸のみならず、す
べての市場を網羅しています。  文化コンピテンシーと
グローバル市民としての感覚をかつてなく深く堀り下げ
て、私達は米国の都市、地域社会、国内外の海外投資
家を豊かにする機会を創出し続けています。
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投資家の皆様のために移民手続 
きを完了する重要な役割を担うこと
を誇りとし、皆様の投資にもしっかりと
お役に立つことも理解しております。Civitas
に信頼を寄せていただいているお客様お一人お
一人に御礼申し上げます。”

 
CEO | ダン・ヒーリー

44

Civitasは、EB-5で10年間リーダーシップを記録しているグローバルなオルタ
ナティブ投資運用会社です。Civitasは、その米国不動産と宿泊施設に関す
る知見により、40か国以上の国々の投資家によるアメリカンドリームへの道
であるEB-5移民投資家プログラムへの参加を支援してきました。

EB-5投資家のための投資を求めて、Civitasは、ニッチで差別化した投資戦略
にフォーカスし、世界規模で組織と適格投資家の両方にサービスを提供す
る10億ドルオルタナティブ投資プラットフォームを運用しています。

Civitasの競争上の優位性は、国際的な文化コンピテンシーとペアになってい
る米国市場での深い知見です。

CIVITASキャピタルグープについて

Civitasは、テキサス州ダラスを本拠として、2009年にダニエル・J・ヒーリーとラファエル・アンシアが設立した
グローバル投資運用会社です。QRコードをスキャンするか、bit.ly/CivitasStoryにアクセスして、弊社の設立スト
ーリー、「コーヒーショップからワンアートプラザまで」をお読みください。
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大学授業料
留学生に比べて安価

旅行特権
ビザなしで自由自在に米国に

入出国できる

社会保障へのアクセス
社会保障システム負担後、追加所得
など退職給付金を受け取ることが

できる

就労許可
米国内ならどこでも就職できる

市民権取得への道
米国市民になるための道筋

メディケアへのアクセス
65歳より、米国居住5年経過後、米国

政府から健康保険サービスを受けるこ
とができる

フレキシブルな居住
米国内ならどこでも居住できる

更新不要
10年ごとにグリーンカードを更

新している場合

永住者ステータス
米国法を遵守している場合

グリーンカードの利点

弊社は、EB-5プログラムの要件に対するお客様の満足度に関する解説や保証はいたしません。さらに、
投資に関するお客様の在留資格や税効果に関していかなる法的助言も提供しておらず、今後も提供する
予定はありません。EB-5プログラムへの参加に先立って、お客様の個人移民弁護士、財務と税金アドバイ
ザーに相談していただく必要があります。本書は、販売を提案、推奨するものではなく、有価証券、投資
金融商品、または投資助言業務を提案する勧誘でもありません。かかる提案は、最終機密PPM、または
重要事項の記載を含む、その他類似資料の送付によってのみ、適格投資家向けに実施いたします。前回
の情報更新：2020年2月

米国政府のEB-5投資家プログラムは、外国籍の
人々にご自身とその近親者が、新しい雇用を創出
するアメリカ事業に投資することで米国永住権 

（グリーンカード）を取得できる機会を提供して
います。「リスク」投資では、投資家1人あたりアメ
リカで10件以上の常勤雇用を創出する必要があ
ります。その見返りとして、投資家、その配偶者、 
その21歳未満の未婚の子供はいずれも、米国永
住グリーンカードを受け取ることができ、米国内
であればどこでも生活して、働くことができます。

E B - 5プログラムの概 要 
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2009～10年 2011年 2012～13年 2014 年

沿革

Civitas は初の
EB-5ファンドを
正式に開始

投資家10 0人以
上に対して、初の
CI V I TA S EB-5プロ
ジェクトを開始
3都市が独占E-5
パートナーとし
て、Civitasを選出

USCISによって初の
CI V I TA S I- 8 2 9の承
認を受ける

ダラス市地域センター
独占運用会社として、

ダラス市と15年 
契約に署名

2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年

USCISによって初の
CI V I TA S I-5 2 6の 
承認を受ける

複数の投資ファンド
が投資家に資本を払
い戻し 

複数投資ファンドが
I-829承認を受ける

管理会社全体で 
10億ドルを超える*

EB-5キャピタル 

6億ドル以上 
を達成

EB-5キャピタル 

5億ドル以上
第6 回IIUS A  I - 8 2 9
賞受賞

向投资者 
偿还了超过

8,500万ドル以上
のEB-5キャピタル
を払い戻し

*AUMには、合同運用ファンドとアドバイザリーエンゲージメントが含まれています。過去の実績が、 
必ずしも将来の結果につながるわけではありません。想定外の結果になることもあります。

Civitasはダラス市
南部の経済再活性
化ファンドに指名
される

カリフォルニアとニ
ューヨーク投資の
初契約成立 

EB-5キャピタル 

5億ドル以上 
を達成
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NYLOダラスサウスサイドホテルの裏話

今やキャンバスホテルダラスと名前を変えた、このプロジェクトで1911年 
建設の歴史的ビルをリノベーションし、2012年にブティックホテルに 
生まれ変わって再オープンしました。Civitasは、新市場税額控除、歴史
税額控除、ダラス警察火災年金ローンを含むユニークな資本構成で
EB-5投資家11名のためにリスク調整後の利益を増加させました。 

ひたすら創造性を追求して、Civitasは見落としがちな機会を求めて深
く掘り下げます。

1110

先に示したCivitas関連I-829請願書のUSCIS承認率100%は、USCISが契約日として完全に判決を下した請願書が対象であり、以下の請願は含
みません。(i)判決が下されていない、(ii)請願者が自発的に取り下げた、または(iii)最初の判決から上訴したあらゆる段階の請願。これまで
に下されたCivitas関連請願の成功が必ずしも、将来の訴訟での成功を保証するものではありません。過去の実績が、必ずしも将来の結果
につながるわけではありません。賞は、必ずしもEB-5ファンド固有ではなく、プロジェクトの成功を示すものではありません。2020年2月現在

EB-5投資で7億ドル超

複数の投資ファンドが投資家に資本を払い戻し

EB-5プロジェクト
承認率100% I-829プロジェク

ト承認率100%
1,000+ I-526承認件数

1,000件以上
組織と投資家にサービス
を提供した国40か国以上40+ 資金完全成立

件数60件以上60+

CI V I TA S

実績

2014年、2015年、2016年
に、Civitasは、「ダラスで
最も早く成長している会
社」で12位、71位、57位

を獲得しました。

Civitasキャピタルグルー
プは、2017年と2018年に
「コネクトデベロッパー
オブザイヤーアワード」

を受賞しました。

D CEO 2017「最も革新的なフ
ァイナンスチーム」部門ファ 
イナンシャルエグゼクティ 
ブアワードファイナリスト

Civitas CEOダン・ヒーリーは、非営
利EB-5産業取引組織である米国

投資理事会（IIUSA）に現在所属し
ており、ベストプラクティス委員会

前委員長です。
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成立したEB-5取引

投資に関して記載されていた取引は確定しました。過去の実績が、必ずしも将来の結果につながるわけではありません。賞は、必ずしも 
EB-5ファンド固有ではなく、プロジェクトの成功を示すものではありません。すべての取引は、2020年2月現在です。

3700M KPMG プラザ

アルタ・メープル・ステーション ザ・アレクサン オークス・トリニティ

ザン・トライアングル

キャンバス・ホテル・ダラス

$15,000,000 | 債権投資家30名 

$8,000,000 | 権投資家16名 $11,000,000 | 株式投資家22名

$8,500,000 | 債権投資家17名

$64,000,000 | 債権投資家128名 $9,000,000 | 債権投資家18名

$5,500,000 | 株式投資家11名 

$65,000,000 | 債権投資家130名 $5,000,000 | 株式投資家10名

$11,500,000 | 株式投資家23名 $53,500,000 | 債権投資家107名 $5,000,000 | 株式投資家10名 

アンコール エル・フェニックス

リベラ・オン・ブロードウェイ アルタ・ヨークタウン フェアフィールド・イン&スイート・バイ・ 
マリオット・イン・サウス・テキサス

テキサス州ダラス、不動産投資コールセンターと
関連ポートフォリオ

テキサス州ダラス、複数世帯住宅260ユニット テキサス州サンアントニオ、クラスA複数
世帯住宅290ユニット

テキサス州ダラスでレストランの拡張と 
リノベーション

テキサス州ダラス、複合開発387ユニット テキサス州ダラス、クラスA複数世帯住宅
226ユニット

テキサス州ダラス、ブティックホテル76室を改装

テキサス州ダラス、LEED認証オフィスビル
（18階建て）

テキサス州イーグルフォードシェール地域、 
スリーフェアフィールドイン&スイートマリオット

テキサス州ダラス、クラスA複数世帯住宅 
249ユニット

テキサス州ダラス、複数世帯住宅388ユニットと
レストランスペース

テキサス州ダラス、クラスA複数世帯住宅 
167ユニット

2010

2011

2010

2012

2011

2013

2013

2014

2013

2014

2013

2014
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ハドソン・エクスチェンジレジデンス・イン・ダラス・ 
キャニオン・ホテル

アロフト&エレメント・ダラス・ラブ・ 
フィールド・バイ・マリオットパシーホテル&スパ 28トゥエンティエイトフェアフィールド・イン&スイート・バイ・ 

マリオット・イン・ウェスト・テキサス

アルタ・ストランド 

レイクウェスト&シンプソン・プレイスハーベストロフト

1414 テキサス・ダウンタウン ホテル・アレッサンドリア ザ・トラディション・アット・ 
ラバーズ・レーン

$14,500,000 | 債権投資家29名

$26,500,000 | 債権投資家53名 $20,000,000 | 債権投資家40名 

$10,000,000 | 債権投資家20名

$5,000,000 | 債権投資家10名

$10,000,000 | 債権投資家20名

$33,000,000 | 債権投資家66名 $57,500,000 | 債権投資家115名

$11,500,000 | 債権投資家23名 $6,500,000 | 債権投資家13名 $3,000,000 | 債権投資家6名

カリフォルニア州ハンティントン、 
高級ホテル250室

テキサス州ダラス、シニア向け高級居住 
コミュニティ312ユニット

テキサス州ダラス、クラスA複数世帯住宅 
400ユニット

テキサス州ダラス、複数世帯住宅242ユニッ
トと小売

テキサス州ダラス、高級長期滞在型全室 
スイートマリオットホテル103室

$18,500,000 | 債権投資家37名 
$3,500,000 | 株式投資家7名

テキサス州ヒューストン、クラスA複数世帯住
宅267ユニット

テキサス州ダラス、廉価介護付き住宅2棟

ニュージャージー州ジャージーシティ、 
クラスA複合開発

テキサス州ヒューストン、ラグジュアリー 
ライフスタイルホテル223室

テキサス州ダラス、デュアルブランド 
スターウッドホテル224室

テキサス州パーミアンベイズン、フェア 
フィールド・イン&スイート・バイ・マリオット2棟

テキサス州ダラス、クラスA複数世帯住宅 
94ユニット

2014

2014

2014

2015

2014

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

成立したEB-5取引

投資に関して記載されていた取引は確定しました。過去の実績が、必ずしも将来の結果につながるわけではありません。賞は、必ずしも 
EB-5ファンド固有ではなく、プロジェクトの成功を示すものではありません。すべての取引は、2020年2月現在です。
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ヴィクタープロスパー スプリングヒル・スイート・バイ・マリオット 
&ホーム2スイート・バイ・ヒルトン メリテージコモン

トレードハウス・アット・バルバード・ 
マーケットプレイス

ザ・ボールドイン・アット・セントポール・ 
スクエア

AC & レジデンス・イン・バイ・マリオット・ 
ダラス・バイ・ザ・ギャラリア プリントハウス デラウェア・ロフト サーカ・セントラル・アベニュー

レース・ストリート・ロフト アルタ・イースタリーザ・トラディション・バファロー・ 
スピードウェイ

$11,500,000 | 債権投資家23名

$13,000,000 | 債権投資家26名 $7,500,000 | 債権投資家15名 
$4,000,000 | 株式投資家8名

$8,500,000 | 債権投資家17名 

$7,000,000 | 債権投資家14名 $29,000,000 | 債権投資家58名 

$13,500,000 | 債権投資家27名 

$20,000,000 | 債権投資家40名 $9,500,000 | 債権投資家19名

$5,500,000 | 債権投資家11名 $7,500,000 | 債権投資家15名 
$5,000,000 | 株式投資家10名

テキサス州サンアントニオ、クラスA 
複数世帯住宅330ユニット

テキサス州ダラス、クラスA複数世帯住宅 
216ユニット テキサス州フォートワース、クラスA 

複数世帯住宅189ユニット

テキサス州サンアントニオ、クラスA 
複数世帯住宅271ユニット

テキサス州マッキンニー、スプリングヒル・ 
スイート・バイ・マリオット128室とホーム 

2スイート・バイ・ヒルトン107室

テキサス州ヒューストン、シニア向け 
高級リビングコミュニティ321室

テキサス州ダラス、デュアルブランド 
マリオットホテル256室

カリフォルニア州ナパバレー、既存の高収益
高級リゾート45室の拡張

マサチューセッツ州ウォルポール、クラスA 
複数世帯住宅157ユニット

ニューヨーク州ニューロシェル、クラスA 
複数世帯住宅71ユニットと小売スペース

コロラド州デンバー、マイクロユニットクラスA
複数世帯住宅176ユニット アリゾナ州フェニックス、クラスA複数世帯住宅

227ユニット

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2017

2017

2017

2017

2017

$10,000,000 | 債権投資家20名

成立したEB-5取引

投資に関して記載されていた取引は確定しました。過去の実績が、必ずしも将来の結果につながるわけではありません。賞は、必ずしも 
EB-5ファンド固有ではなく、プロジェクトの成功を示すものではありません。すべての取引は、2020年2月現在です。
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ザ・アレクサン

 $41,660,000 |  新規債権投資家75名

テキサス州ヒューストン、シニア向け 
高級リビングコミュニティ314室

2018

540ウェイバリー

$11,000,000 | 債権投資家22名

ニューヨーク州ニューヨーク、クラスA 
複数世帯住宅133ユニット

2019

2009年創設以来、Civitasは出身国にかかわらず、投資パー
トナーと信頼を築くことに心血を注いできました。

国際的文化コンピテンシーを真に培うことは、弊社の最優
先事項の1つです。弊社は、取引規模、構成、タイミングに
応じて、EB-5投資家ニーズに合った市場の垣根を越えて機
会を提供することに心血を注いでいます。市販のソリュー
ションにはない、ニッチで差別化されたソリューションの
提供を誇りにしています。

EB-5の投資で構築した会社ブランドと同じ原則を踏まえ
て、Civitasキャピタルグループは投資家の基盤を拡げてお
り、ファミリーオフィス、組織、米国不動産への投資には興
味があっても、EB-5投資による移民を求める必要のない外
国籍の人々にまで及んでいます。

40か国を超える国々にわたる多様な投資家ベースのニー
ズにこたえるため、Civitas従業員全員で10数か国語によ
る会話に対応しています。、弊社の投資はカリフォルニア
からニューヨークシティにまで多岐にわたって 
います。

文化コンピテンシーの
価値追加2021年にはさらに増えます

成立したEB-5取引
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プロジェクト: 3700M 
場所: テキサス州ダラス

概要
3700Mは、テキサス州ダラスの活気あるアップ
タウンエリアにある高級複数世帯住宅387ユニッ
トと小売スペースです。Civitasは、投資家128 
名が出資したEB-5シニアローン$64,000,000 
で、このプロジェクトに一部融資しました。不動
産デベロッパのフォレストシティ (NYSE: FCE.A）
は、全国的に認められている開発会社であり、
公的に取引を開始してから50年を超えます。

プロジェクト：メリテージコモン 
場所：カリフォルニア州ナパバレー

概要
メリテージコモンは、カリフォルニア州ナパバレ
ーのワインカントリーにある既存のメリテージ
リゾート＆スパ145室を拡張した世界的に有名
な高級リゾートです。Civitasは、投資家40名が
出資したEB-5メザニンローン$20,000,000で、こ
のプロジェクトに一部融資しました。メリテー
ジは、サンフランシスコに最も近いワインカント
リーの1つで、ウェルネススパ、ワインテイステ
ィングルーム、アウトドアイベントスペースが特
徴です。

テキサス州 
ケーススタディ

カリフォルニア州 
ケーススタディ

プロジェクト: ザ・トラディション・ 
アット・ラバーズ・レーン 
場所: テキサス州ダラス

概要―ザ・トラディション・アット・ラバーズ・レー
ンは、テキサス州ダラス中心部に位置するシニ
ア向け高級リビングコミュニティ312ユニットで
す。Civitasは、投資家53名が出資したEB-5メザニ
ンローン$26,500,000で、このプロジェクトに一
部融資しました。戦略的に重要な、2つのダラス
中心部人気地区の交差部分に位置するザ・トラ
ディション・アット・ラバーズ・レーンは、魅力あ
るファミリー指向のあつらえで高品質なシニア
向け住居を提供します。

プロジェクト：パシーホテル＆スパ 
場所：カリフォルニア州ハンティントンビーチ

概要―パシーホテル＆スパは、カリフォルニア
州ロサンゼルス南西のハンティントンに位置
し、客室250室を擁する高級ホテルです。Civitas
は、投資家29名が出資したEB-5メザニンローン
$14,500,000で、このプロジェクトの一部に融資
しました。パシーホテル＆スパは、メリテージ
コレクションメンバーとしてのブランドを有して
おり、パシフィックホスピタリティグループが所
有、運営する4つの高級ホテルグループです。

関わったケーススタディだけで、Civitas EB-5キャピタルやその関連会社ビジネスのすべてを表わ
すことはできません。過去の実績が、必ずしも将来の結果につながるわけではありません。想定
外の結果になることもあります。

関わったケーススタディだけで、Civitas EB-5キャピタルやその関連会社ビジネスのすべてを表わすこ
とはできません。過去の実績が、必ずしも将来の結果につながるわけではありません。想定外の結
果になることもあります。
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ニュージャージー州 
ケーススタディ

ニューヨーク州 
ケーススタディ

プロジェクト：ハドソンエクスチェンジ 
場所：ニュージャージー州ジャージーシティ

概要 
ハドソンエクスチェンジは、ニュージャージー州
ジャージーシティにあるクラスA多目的開発で
あり、ハドソン川を隔ててニューヨーク市マンハ
ッタンの真向かいにあります。Civitasは、投資家
66名が出資したEB-5メザニンローン$33,000,000
で、このプロジェクトに一部融資しました。ハド
ソンエクスチェンジは、今後10年でマスターコミ
ュニティの建物の最初の一歩になるハドソンア
パートメントによる基本開発の一環です。不動
産デベロッパのフォレストシティ（NYSE: FCE.A）
は、全国的に認められている開発会社であり、
公的に取引を開始してから50年を超えます。

プロジェクト：プリントハウス 
場所：ニューヨーク州ニューロシェル

概要 
プリントハウスは、ニューヨーク州ニューロシェル
のクラスA複数世帯住宅71ユニットと小売スペース
です。Civitasは、投資家11名が出資したEB-5メザニ
ンローン$5,500,000で、このプロジェクトに一部融
資しました。プリントハウスは、1階の小売スペース
は3,000平方フィートを超える広さです。メガリスキ
ャピタルマネジメント＆イーストとハドソン不動産
が、この不動産物件のデベロッパです。

関わったケーススタディだけで、Civitas EB-5キャピタルやその関
連会社ビジネスのすべてを表わすことはできません。過去の実績
が、必ずしも将来の結果につながるわけではありません。想定外
の結果になることもあります。

関わったケーススタディだけで、Civitas EB-5キャピタルやその関
連会社ビジネスのすべてを表わすことはできません。過去の実績
が、必ずしも将来の結果につながるわけではありません。想定外
の結果になることもあります。
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投資 
「弊社の投資委員会は、不動産とファイナンス分野

の専門家で構成されています。その知見を組み合わせ
て、弊社は景気の上昇、下降の両方の管理方法を分析

しています。」
弊社は、トップスペシャリストネットワークから見落としがちな戦略を明らかに
して深く掘り下げ、お客様の心をつかむ、投資機会を高い精度で提供します。

弊社チームの飛躍   
他社を凌 駕する

EB-5リーダーシップ
「Civitasの競争上の優位性は、国際的な文化コンピテンシーと
ペアになった米国市場における深い知見です。2009年以来、弊
社は40か国を超える国々の投資家が、EB-5プログラムを利用し
てアメリカンドリームの機会を捉えそれを実現するお手伝いをし
ています。」
弊社は、疑いの余地EB-5業界におけるリーダーです。10年の間、米国永住権に向けてEB-5の流
れを旅する投資家を導くお手伝いをしてきました。それ以上に、Civitasは、EB-5業界全体をサポ
ートし、強化するEB-5の改革、統合施策、業界ベストプラクティスに取り組んできました。

ジョナサン・カーン 
会長兼最高投資責任者

ティリー・ボーチャー
アセットマネジメントディレクター

ROOT VIK PATEL

投資ディレクター

アセットマネジメント
「アセットマネジメント部門は、建築の進捗状況の監
督、デベロッパへの資金提供、雇用創出の追跡を担当
します。」
プロジェクトの建設が始まると、弊社は、領収書と請求書という形で支出の証
拠書類とともに、デベロッパから月間請求書を受け取ります。当初予算にしたが
って資金が使用され、プロジェクトが計画通りに進んでいることを確認するた
めに、すべての請求書を見直します。すべての資金を支出する前に、業務完了を
確認するため独立査察会社に調査を依頼します。弊社は、進捗確認のために現
地訪問も行っています。建築費用とその他関連数値を厳密に監視して、雇用の
創出状況をリアルタイムで評価し、計画通りに進んでいることを確認します。四
半期ごとに、投資者には弊社から建設の進捗状況、雇用の創出状況、その他関
連事項の報告書をお送りします。

投資家との関係 
「Civitasは、お客様の投資に対してその最新状況をお伝え
するだけではありません。弊社チームは、EB-5をはるかに
超えて、お客様の投資内容の管理と関係構築に努めてい

ます。」
EB-5における弊社の成功は、オルタナティブ投資部門を通じて、米国不動産と宿泊
施設でニッチな、差別化された投資戦略の提供にも広がっています。弊社には、60
件を超える投資案件の管理下で、17億ドルを超える資産を運用しています。これを
ベースに、弊社は世界の投資家が永住権取得後、長期にわたって家族のために財

務的なゴールを達成するお手伝いをします。 ラファエル・アンシア、
CIVITASキャピタルグループ共同創設者兼執 

行取締役
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Civitasは、投資家の米国無条
件永住権取得と投資返済支

援に成功しているEB-5地域セ
ンター運用会社の1つです。”ラファエル・アンシア、Civitasキャピタル

グル―プ共同創設者兼執行取締役
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投資家がUSCISから延長の法的ステータ
スレターを受領維持期間5が過ぎた場合
のみ、投資家は元本の払い戻しを受領

する資格が得られる。

USCISが判決を下す（I-829判決）
書式-829請願書の承認に基づい

て、条件が削除され、居住権が永
住となる。

準備 投資 移民手続きの開始 USCISが書式I-829請願書をレビュー

用語集

注：2020年2月改定*このタイムラインは、一般情報としての位置づけです。提示した平均は、現在の処理期間の正確な見積もり期間ではありません。実際のEB-5移民
プロセス完了までの期間はさまざまであり、選択した投資、各個人のケース、その他ファクターに基づいて著しく異なる場合があります。中華人民共和国（香港と台湾
を除く）、インド、ベトナムが潜在的に責任を負うべき投資家は、米国国務省がEB-5地域センタープログラムビザ申請者にビザ利用可能失効日を設定したたため、上
記プロセス手順[3]で著しい遅延が生じることがあるので注意が必要です。このビザ利用可能性が未処理の場合、中国、インド、ベトナムが責任を負うべき投資家の書
式I-526請願書のUSCISの承認と、移民ビザを確保し、米国内条件付永住権ステータスを取得できるEB-5ビザが利用可能な期間との間に数年を要することがあります
（アメリカ総領事館または大使館での移民ビザ処理、または米国内でステータス調整申請のいずれか）。このビザの未処理は、適用できるEB-5インベストメント期間
の延長も必要となり、投資家の潜在的な（しかし、保証されない）進行投資リターンが遅延する可能性もあります。移民弁護士に連絡して、お客様のケース特定の状
況とビザ利用可能の未処理が及ぼす影響の程度を議論してください。詳細については、適用可能な募集契約書付PPMを確認してください。本書は、いずれの法域内
において、いかなる株式の購入または販売に関する提案または勧誘するものではなく、かかる提案または勧誘は未承認であり、かかる提案または勧誘を行ういかな
る人は非合法です。本書に記載した情報と意見はあくまで情報としての位置づけであり、確実性のある情報筋や確実性のないその他情報筋からの意見、推測、情報
が含まれていることがあります。すべての情報は、予告なく変更、修正されることがあります。

投資の評価と資金源の
準備
1. Civitas質問票に回答

する
2. プロジェクトの法的文

書を確認する
3. 移民弁護士の支援を得

て資金源を準備する

法的文書の履行と資本の移転
Civitasは、資本の受領を確認
し、領収書を発行します。
投資期間1: 
個人資本は、資金を受領し、事
務作業が実行されると「リスク」
とみなされます。
資金は、選択した資金で確認さ
れた条項に従って投資済みの状
態を維持します。

書式I-526請願書の準備
投資家の弁護士は、USCIS 
(米国国土安全保障省庁米
国市民権・移民業務局）に
提出する書式I-5262請願書
を準備します。

書式I-526請願書の
判決決定(USCIS)が
判断を決定します
USCISが投資家の弁
護士に決定を通知 
します。

書式I-526請願書 
の提出
投資家の弁護士
は、USCISにI-526請
願書を提出します。

移民ビザまたは調整 
ステータス
投資家の弁護士が、移民
ビザまたはステータス調
整(AOS)申請書を提出

書式I-829請願書の提出 
(条件の撤回）

グリーンカードの有効期限が切
れる90日前に、投資家の弁護
士が書式I-8294を提出

32～49か月* 24か月

6.6～10.6年

*以下の内容をお読みください。中国籍市民向けEB-5ビザの
停滞により、処理期間が延長されることがあります。 23.5～54か月

1 -「投資期間」とは、投資家の資本が営利目的で投資済みの状態に
ある期間を意味します。

2 -「書式I-526」とは、海外起業家による書式I-526移民請願書を意味
します。この書式は、EB-5プログラム規制下でUSCISに移民としてのステ
ータスを請願する海外投資家が提出します。承認された場合、投資家、
投資家の配偶者、そして投資家の21歳未満の未婚の子供は、永住権ステ
ータスを申請できます。書式I-526請願書は、投資家に代わってその移民
弁護士が提出し、合法的に獲得した資本がEB-5準拠プロジェクトに投資
されている証拠書類を含みます。

3 -「永住居住権カード」とは、USCISが米国内で生活、仕事をする
承認の証拠として永住者に発行するカードです。別名「グリーンカード」
の永住居住権カードは、書式I-829請願書が承認されるまで条件付きで
す。

4 -「書式I-829」とは、永住権ステータスで条件を削除するための起
業家による書式I-829請願書です。この書式は、USCISに投資家やその資
格がある扶養家族が、その永住権ステータスからの条件削除を請願す
るときに提出します。書式I-829請願書は、投資家に代わってその移民弁
護士が提出し、投資家の書式I-526請願書の記載内容どおりに投資家が
EB-5プログラム要件を満たしている証拠書類が含まれています。

5 -「維持期間」とは、投資家が投資の「リスク」状態を維持しなけれ
ばならない期間を意味します。この期間は、グリーンカードの「居住日」
から始まり、グリーンカードが「有効期限切れ」となる2年後に終了しま
す。

条件付永住権 
カード3発行

条件付永住権
カード有効期

限切れ

投資家が永住権 
カードを受領

条件付永住権ステータス期間

グ
リ

ー
ン

カ
ー

ド
の

有
効

期
限

の
90

日
前

EB-5インベストメントと移民プロセス
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EB-5プログラム参加関連費用には何が含まれますか？
  米国連邦政府の定める主要投資は、以下のとおりです: 
  Civitas管理費用
  移民弁護士費用
  USCISへの申し立て費用（費用は、家族の人数によって変動する

ことがあります）
  税務アドバイス、翻訳など、その他の専門的支援費用

EB-5プログラムで永住権を取得できるのは誰ですか？
EB-5プログラムでは、主要申請者の適格投資に基づいて、移民投資
家（「主要申請者」）の資格がある扶養家族、とりわけ配偶者と21歳
未満の未婚の子供全員に条件付永住権ステータスを取得する資格が
あります。最終的には、移民投資家の居住条件を取り除く承認された
I-829請願書で永住権ステータスを取得できます。

私の投資は、損失リスクがありますか？
すべてのEB-5投資には、「リスク」があることが法律によって定めら
れています。そのため、EB-5投資として適格な投資に、保証可能な投
資、すなわち、危険のないリスクはありません。一般に、「リスク」は
通常のビジネスとファイナンシャルリスクに左右されます。その他リス
クには、企業が直接的または間接的に雇用創出要件を満たせない場
合が含まれます。保証可能な投資はありませんが、Civitas投資は、お
客様のリスクを可能な限り最小限に抑える仕組みになっています。上
記のリスクとその他のリスクは、投資ごとに提供される文書に詳細に
記載されています。

友人、親戚またはローンから調達した投資資金も可 
能ですか？
はい。よくあることですが、両親や家族が身内に贈る資金がありま
す。このような資金は、投資家自身の資金による投資と同レベルで扱
われます。金融機関が貸し付けをした場合、投資家の個人資産でそ
の貸し付けを担保する必要があります。つまり、貸し付けは、個人資
産または事業株式で安全性を保証されている必要があります。

自分のEB-5プロジェクトと、同じ都市/州に居住しなけ
ればなりませんか？
いいえ。EB-5ビザにより、米国内であればどこでも居住、仕事、旅行
する自由が常にあります。

グリーンカードの取得から最終的な投資の払い戻しま
でのプロセス全体には、どのくらいかかりますか？
Civitas投資は、それぞれ、EB-5プログラムの法的要件を満たしなが
ら、デベロッパに適切なタイプの資金を提供できるに構成になってい
ます。このような個別の投資要因により、投資期間は大幅に変化し、
各投資家の出身国によって異なることもめずらしくありません。一般
に、Civitasは、5年から7年の期間で投資を構成するように努力してい
ますが、投資期間が長くなる可能性は常にあり、むしろその方が多い
といえます。

条件付グリーンカード取得後、米国にどの程度の頻度
で滞在する必要がありますか？
新しい規則では、3か月ごとの米国滞在を義務付けており、それに
違反するとグリーンカードが無効になるおそれがあります。米国外
に1年以上滞在する場合は、米国出国前に米国市民権・移民業務局
（USCIS）に再入国許可を申請する必要があります。一般に、再入国 
許可は、発行日から2年間有効です。従って、米国外に許可発行日を 
超えて長期で滞在する場合は、米国への入国を拒否されることがあ 
ります。

EB-5雇用創出要件とは何ですか？
各投資家に対するEB-5プログラム主要要件として、投資の結果、新
規のフルタイムの雇用を10件を創出することを立証する必要があり
ます。これらの雇用として直接的または間接的雇用が認められます。
直接的雇用とは、従来の雇用主/従業員関係です。CivitasのEB-5プロ
グラムモデルでは、間接的雇用とに誘発雇用の例が多く、経済圏で
直接雇用の従業員による新規獲得給与の消費、または建築費用など
の投資から生じたその他経済活動で生じる類いの雇用です。Civitas
は、第三者の経済学者と連携してプロジェクトごとにあらゆる形態の
雇用創出を企画し、検証しています。

グリーンカード取得後、税金を支払う必要が 
ありますか？
グリーンカード（米国法的永住権）取得後、お客様は自動的に米国納
税居住者となります。米国納税居住者は、どこで得られた収入であっ
ても、米国政府の内国歳入庁（IRS）に全収入を申告する必要があり
ます。2012年時点では、海外金融資産に関して一定の情報も報告す
る必要があります。

グリーンカード取得後、米国市民になることは 
できますか？
米国に5年以上居住後、米国市民権を申請できます。

CIVITASプロジェクトはどこで実施されていますか？
過去10年間、Civitas投資の足跡は、弊社ホームタウンであるダラス
を越えて展開され、西海岸と東海岸、その間の市場を網羅していま
す。Civitasは、米国内のほとんどの主要市場でEB-5プロジェクトを実
行しています。本パンフレット12ページで、成立したEB-5取引の全リ
ストをご覧ください。

払い戻しはCIVITAS投資から受けるのですか？それ 
はいつですか？
Civitas投資は、それぞれ、EB-5プログラムの法的要件を満たしなが
ら、デベロッパに適切なタイプの資金を提供できるに構成になってい
ます。このような個々の投資ファクターのため、投資期間は非常に多
岐にわたる可能性があり、各投資家の出身国によることも多くありま
す。一般に、Civitasは、5年から7年の期間で投資を構成するように努
力していますが、投資期間が長くなる可能性は常にあり、むしろその
方が多いといえます。同じく、各投資家の資金の予想払い戻しは、プ
ロジェクトとリスクによって大きく異なります。投資それぞれの信頼
おける文書をよく読んで投資条件と、その投資に伴うリスクを確認し
てください。

よくある質問よくある質問

投資を決定する前に、 
CIVITASオフィスとEB-5
プロジェクトを訪れるこ
とはできますか？ 

もちろんです。そうされることをお勧めします。 
私達にとって、どのような投資であっても最重要 
要素は、投資する人々です。EB-5パートナーとプ 
ロジェクト両方をよく精査し、十分な情報を得
た 
うえで決断してください。Civitas本社は、米国テ 
キサス州ダラス市中心街にありますが、弊社チ
ームはお客様がいらっしゃるところまでお伺い
します。お客様の国での直接の面談や米国内の
オフィス/プロジェクトツアーにご興味がおあり
でしたら、ir@civitascapital.comまでメールをお
送りください。



32 JAPANESE 3/2021

ダウンロード

スキャン

CIVITAS EB-5  CAPITAL  
1722 Routh Street  |  Suite 800  |  Dallas, Texas 75201 USA 

+1 214 572 2300  |  info@civitascapital.com  |  civitascapital.com


