










黃曉駒
首席營運官

愛德華•格倫沃爾德
建築顧問

自2011年1月獲得美國移民局（ USCIS ）批准以來，曼哈頓區域中心（ MRC ）通過提供有
吸引力的紐約市項目，成功地幫助了全球數百名 EB-5 投資者的美國投資移民進程。 在其擁有
30多年豐富經驗的房地產開發商、律師和金融家 — 大衛·馬科斯（ David Marx ）為首的管
理成員的領導下，MRC 是一支由經驗豐富的移民法 、銀行業 、會計 、金融和建築 、房地產
開發和管理等專業人士組成的一個世界級的專業團隊。各方通過緊密合作，為投資者實現移民
和投資的成功。

大衛•馬科斯
管理成員

電話: +1 (212) 209-3395  I  傳真: + 1 (718) 380-6719  I  investor@ny-eb5.com  I  www.ny-eb5.com

高級管理團隊

埃利·貝克霍弗
收購副總裁

耶胡達·弗利希曼
首席財務官

梁崔穎楣
財務總監

奧萊娜·梅勒
行政法律助理

伍崔穎兒
首席執行官首席法務官











マンハッタン地域センター（MRC）は、2021年1月米国国土安全保障省 市民権・移民局が承認
してから、ニューヨークで皆様に魅力的なプロジェクトをご提供し、リーダーシップを発揮し
ながら、不動産開発、弁護士、財政家で30年のキャリアを持ち、実を結んだデイビット・マー
クスEB-5の開発プロセスを、何百もの発明家の方々に手助けをしてきました。不動産開発、弁
護士、財政家で30年のキャリアを持ち、実を結んだデイビット・マークスは、リーダーシップ
を発揮しながら、MRCで移民法、銀行、会計、ファイナンス、建設開発や管理部門から今旬で
ある世界クラスのプロチームを持ち、投資家向けに移民と投資への成功を達成するため、密に
活動してきました。

経営チームの方々

デイビッド・マークス
管理職のメンバー

ウィニー・エヌジー
最高経理責任者兼首席顧問

アルヴィン・ウォン
最高執行責任者

カリフォルニアオフィス：

158-13 72nd Ave, Suite 2D
Fresh Meadows, New York 11365 

営業時間: 月曜日—金曜日 午前9時～午後5時

4685 MacArthur Court, Suite 330
Newport Beach, California 92660 

営業時間: 月曜日—金曜日 午前9時～午後5時

電話番号: +1 (212) 209-3395 |ファックス:  +1 (718) 380-6719 | investor@ny-eb5.com | www.ny-eb5.com 

透明性 · 経験 · 成功

エドワード・グルンワルド
建設アドバイザー

エリー・ベックファー
副社長兼買収担当

エフダ・フリッシュマン
最高財務責任者

マーシー・ツイ・リアング
財務部長

オレナ・メラー
執行役員　法律アシスタント

ニューヨークオフィス：



47 

ユートピア
リビング

ニューヨークのマンション
プロジェクト

建物の高さ

800 
マンションのおおよその

平方フィート

1,140,000 
建物のエリアのおおよその平
方フィート（92,000 m2超)

4,925
プロジェクトごとの
想定される雇用創出数

ユートピアリビングマンションは、47階建ての高級マンションで、この建設に伴いニューヨークのフレッシュメドウズエリアで、
最も高い超高層ビルであるため、スカイラインを変更していく予定です。この高層ビルは、100万平方フィート（92,000平方メートル）   
を取り囲む規模で、約800室と地下駐車場を保有しています。

ユートピアリビングは、以下の施設をご提供しております。最新式の娯楽施設、例えばフィットネスセンター、テニスコート、スカッシュ
コート、インドアとアウトドアのプール、温泉、スパ、映画が観られるスクリーン付きのお部屋、お子様の遊び場、音楽用のお部屋、     
読書部屋、パーティールーム、プライベートのダイニングルーム、ビジネスラウンジ、リラクゼーションラウンジ、無料のコーヒーバー付
きのロビーラウンジ、アウトドアテラスラウンジ、手の行き届いた庭園、ランニング・ウォーキングのための小道がございます。            
住人には、最寄りの地下鉄駅まで運行しているシャトルサービスもご利用いただけます。

近隣は閑静で、美しいガラスの外装ビルの環境で、居住者様はニューヨークの喧騒な中で、ユートピアな暮らしをご経験いただけます。



描写：1階のロビー

描写：マンハッタンのアパートからの眺め

1. 主なロケーションと強力な財務計画
ニューヨークの経済発展途上区域で、労働者をターゲットとした場所(TEA: targeted employment area)に位置し、ユートピアリ
ビングは、＄900,000 EB-5プログラム市場、とても貴重で宝石のように美しい建物です。学生様、若いご家族の方が新しく現代
的な高級なマンションの需要が近隣でございますので、競争的な家賃構成をもって、このプロジェクトは大きな売上げの見通し
を立てております。

2. 強力で評判の良い開発者
マークスデベロップメントグループ(MDG)は、デイビット・マークスによって創設され、彼はニューヨークで30年以上マンショ
ン開発のキャリアをもち、現在$1.3兆を超える不動産の資産を所有、管理を行い、デイビット氏の関連会社で運営しておりま
す。MDG関連会社には、連邦政府が承認したHUD住宅ローンのリーダーであるロックホールファウンディングコーポレーション
があり、同社は$1.5兆を超えるローンを生み出し、テルアビブの証券取引所の上場企業でもあります。MDGはニューヨークを本
部に置き、ロサンゼルスとテルアビブに支社、そしてインディアナ州、テキサス州、バージニア州、フロリダ州に関連会社を置
いています。

3. 独立した第三者である資金管理者の方とローン執行を行う役員の方
本事業のEB-5のファンドは、受賞歴があり資金管理会社であるファンドサービス（メインストリーム社）によって監視されてお
り、同社はオーストラリアの証券取引所のリストに掲載のある企業です。同社は、ヨーロッパ、北アメリカ、アジア太平洋地域
にオフィスをもち、オーストラリア通貨で$187兆を超えるファンドを管理しています。このプロジェクトのEB-5の投資家様
は、オンラインのポータルサイトにアクセスいただくことで、ご自身がご覧になられたものや使用されたファンドを追跡できる
ようになっております。このサイトではまた、ローン執行を行う役員の方が投資家様の利子を保持するため、EB-5のローンのご
返済を強化できるようにできております。

4. 健全な資本構造と信用できる保証
プロジェクトの資本構造は、約25%が開発側、約60%がシニアローン、約15%がEB-5の投資家様分となります。こちらの資本構
造を確証し、I-526を否認する場合、EB-5のファンドを返済する信用性のある保証です。

5. EB-5の投資家様を黒字にする熟練した雇用創出
5,000近くの雇用創出を想定されており、このプロジェクトでは88のEB-5の投資家様を460%黒字にするだけの雇用創出によ
り、移民の方々がお仕事を獲得できるようなEB-5の投資家様にとって、満足いただける内容になっております。

プロジェクト
のハイライト



ニューヨーク
市

ユートピアリビングは、ニューヨーク州、ク
イーンズ郡フレッシュメドウズ地域の落ち着
いたエリアに位置し、すべての娯楽施設は、
美しく設計された建物内にございます。最寄
り駅までは、無料のシャトルバスサービスで
移動ができ、入居者様はマンハッタンまで約
30分で通勤可能でございます。ユートピア
リビングにお住まいの方は、喧騒なニュー
ヨークの街の中で、ユートピアな暮らしを実
感できます。

プロジェクトのロケーション

描写：ビジネスセンター

描写：マンションのお部屋

描写：アウトドアのテラス、プール、温泉



描写：マンションのお部屋

描写：マンションのお部屋 描写

描写：マンションのお部屋

描写：スパのインテリア

描写：スパのプール

描写：スパの玄関

本資料は、サブスクリプションに該当するものと切り離して同意し、保
証をご提示するものではありません。本マーケティング資料は、潜在的
な投資家様で、アメリカ以外で居住されている方、あるいは1933年の証
券法レギュレーションDを免除される信頼のある方のみに開示されま
す。いかなる投資実績を尊重し、資本の返却の有無などの具体的なレー
トの開示や保証を行うものではありません。



2011년�1월에�이민국의�승인을�받은�맨해튼�리저널센터��MRC)는�뉴욕시에�매력적인�프로
젝트를�제공함으로써�전�세계�수백�명의�EB-5 투자자들의�EB-5 수속에�성공적인�기여를�해
왔습니다���MRC는�30년�이상의�경력을�가진�부동산�개발자이자�변호사이며�금융가인�데이
비드�막스의�경영�하에�이민법��은행��회계��금융��건설�개발�및�관리�분야의�세계적인�노련한� 
전문가들로�구성된�팀을�보유하고�있으며��투자자들의�이민과�투자의�성공을�달성하기�위해
긴밀히�협력하고�있습니다��

경 영 진

데이비드 막스
유주 & 경영자

위니 잉
CEO & 대표변호사

에드워드 그룬발트
시공 자문가

알빈 웡
최고 운영책임자

엘리 바취호퍼 �
인수분야 부사장

예후다 프리쉬먼
최고재무책임자

메이시 쯔위 리앙
재무이사

올레나 멜러 �
행정 법무사무관

뉴욕 사무소

158-13 72nd Ave, Suite 2D
Fresh Meadows, New York 11365

운영시간: 월-금 9am‒5pm (동부시간)

캘리포니아 사무소
4685 MacArthur Court, Suite 330 

Newport Beach, California 92660
운영시간: 월-금 9am‒5pm (서부시간)

투 명 성 경 력 성 공
전화: +1 (212) 209-3395 | 팩스: +1 (718) 380-6719 | investor@ny-eb5.com | www.ny-eb5.com 
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유토피아 리빙 아파트 프로젝트는 47층짜리 2동 건물로 이루어진 고급아파트 프로젝트로서, 퀸즈 지역의 프레쉬 메도우 지역
에서 가장 높은 초고층 빌딩이며 뉴욕시의 스카이라인을 바꾸게 될 것입니다. 프로젝트는 100만 평방피트 (92,000 m2, 
27,878평)에 걸쳐 약 800세대의 아파트와 지하주차장을 포함하게 될 것으로 예상됩니다.

유토피아 리빙 아파트는 피트니스센터, 테니스 코트, 스쿼시 코트, 실내 및 야외수영장, 온수 자쿠지, 스파, 영화 상영실 , 어린
이 놀이방, 음악감상실, 독서실, 파티룸, 프라이빗 다이닝룸, 비즈니스 라운지, 휴식 라운지, 로비 라운지 및 무료 커피 바, 옥외
테라스라운지, 조경가든, 조깅 및 산책길 등과 같은 첨단 편의시설도 갖추게됩니다. 또한 아파트 주민들에게는 인근 지하철역
까지 무료 셔틀 서비스가 제공될 것입니다.

평화로운 동네에 위치한 아름답게 설계된 유리 외관 건물에서 입주민들은 모든 편의시설을 누리면서 분주하고 혼잡스런 뉴욕
시에서 유토피아인들의 생활을 경험하게 될 것입니다.

층 세대 (예상)
약 1,140,000 평방피트

연면적  (92,000 m2 이상)
예상되는 신규일자리 수

┘ ῳ ᵖẐ 
아파트 프로젝트 

뉴욕
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뉴욕시의 단일 인구지구 산정방식에 따라 선정된 고용촉진지구(TEA)에 위치한 유토피아 리빙 아파트 프로젝트는 90만불 
EB-5 시장에서 보기 드문 보석입니다. 또한 학생과 젊은 신혼부부들이 원하는 새 아파트에 대한 수요가 높은 지역의 주요 
사업이므로 재정적인 전망이 훌륭합니다.

2.튼튼한 재정의 명망높은 개발사
막스 디벨롭먼트 그룹(MDG)은 뉴욕에서 30년 이상의 부동산 개발 경력이 있고 현재 13억 달러 이상의 부동산 자산과 운

영 계열사를 소유하고 경영하고 있는 데이비드 막스가 설립하였습니다. MDG의 계열사로는 연방 승인을 받은 미국 도시

주택개발부(HUD) 모기지론의 대주(貸主)로 15억 달러 이상의 대출을 제공하고 있는 록홀 펀딩 주식회사와 텔아비브 주

식거래소에 상장된 회사가 포함됩니다. 뉴욕시에 본사를 둔 MDG는 로스앤젤레스와 텔아비브에 지역 사무소를 두고있고

인디애나, 텍사스, 버지니아 및 플로리다에 계열 사무소를 두고 있습니다.

3.독립적인 제3자 자금관리자 및 대출 집행 담당관
본 프로젝트의 EB-5 자금은 호주 증권거래소에 상장되어 있고 수상경력이 있는 자금관리 법인인 메인스트림 펀드서비스

(Mainstream Fund Services)가 감독합니다. 메인스트림은 유럽, 북아메리카 및 아시아 태평양 지역에 사무소를 두고 있으

며, 호주달러로 1,870억불 이상의 자금을 운용하고 있습니다. 본 프로젝트의 EB-5 투자자들은 자신들의 자금의 경로와 사

용을 추적할 수 있는 개인 메인스트림 온라인 포털에 접근할 수 있게 될 것입니다. 메인스트림은 또한 투자자의 이익을 

보호하기 위해 EB-5 대출의 상환을 강제하는 대출 집행관이기도 합니다.

4.건전한 자본구조와 신뢰할 수 있는 보증내용들
프로젝트는 개발자 지분 약 25%, 선순위 자금 63% 및 EB-5 모집액 12%로 자본 구성이 되어있으며 공사 완료 및 
I-526 거절의 경우 자금환불에 관해 신뢰할 수 있는 보증을 제공합니다.

5.투자자를 위한 충분한 초과 일자리 창출
88명의 EB-5 투자자를 대상으로 약 5,000개의 일자리가 예상되는 이 프로젝트는 460%가 넘는 고용 여분을 가지고 있습

니다. 이는 EB-5 투자자들의 성공적인 이민을 달성하는데 충분하고도 남는 수치입니다.

프로젝트 
핵심 내용

예상도: 아파트에서 바라보는 맨해튼 전경

예상도: 1층 로비 



예상도: 비즈니스 센터

예상도: 아파트 내부 

예상도: 옥외 테라스, 수영장 & 자쿠찌

프로젝트 입지 

뉴욕시

아름답게 설계된 멋진 유리 외관 건물의 
유토피아 리빙은 뉴욕 퀸즈 카운티에 있
는 프레쉬 메도우의 평화로운 동네에 위
치하고 있습니다. 입주민들은 맨해튼을 
30분 이내에 출근할 수 있는 근처 지하
철역까지 제공하는 무료 셔틀 서비스를 
포함한 모든 편의 시설을 누리면서 분주
하고 혼잡스런 뉴욕시에서 유토피아인들
의 생활을 경험할 수 있게 될 것입니다. 



예상도: 아파트 내부 

예상도: 아파트 내부 예상도

예상도: 아파트 내부

예상도: 스파 인테리어 

예상도: 스파 풀 

예상도: 스파 입구 

본 자료는 정보 제공 목적으로만 제공되며, 해당 청약 자료에 따라 별도
로 실시되는 유가증권의 모집을 나타내도록 의도된 것은 아니며, 이 약관
에 따라 완료하고 반환해야 합니다. 본 마케팅 자료는 미국 이외의 지역
에 거주하거나 1933년 증권법의 규정 D에 의해 제공된 예외사항에 
의거하여 만들어진 잠재적 투자자에게만 제공됩니다. 당사는 투자실적, 
특정 투자수익률, 자본 수익률 등과 관련하여 어떠한 보증이나 진술
도 하지 않습니다.
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