
 
 

 

 

代表取締役（創業者）からのメッセージ  

 

 

皆様方におかれましては、如何でお過ごしでしょうか。この数か月は、かつて我々が経験したことのない、不穏な

激動の日々が続いています。新型コロナウイルスは、米国を始め世界各地の一般家庭、企業そして地域社会に

影響を及ぼしています。 歴史上、これほど人類の無力さを痛感する厳しい時代があったでしょうか。 

EB5 CAPITAL社は、1,500世帯以上の移民および投資プランをサポートしてきました。 その責任を真摯に全うし

なければならないと考えています。当社はこれまでと同様に、投資家の皆様に代わって、プロジェクト 27件の進捗

状況をしっかりと確認しながら、各プロジェクトのスポンサーとも定期的に連絡を取り合っています。進捗状況の概

要は以下のとおりです。 

• 返済済みプロジェクト – 11件のプロジェクトが既に全額返済済みです。返済済みプロジェクトおよび再投

資中プロジェクトについては、「At-Risk（潜在リスクのある）」状態を維持しつつ、近い内に返済を受ける予

定の投資家の皆様のご要望に柔軟に対応していきます。業界をリードする当社の再投資チームでは、7

社との再投資関連事業パートナーシップを維持し、多くのお客様に再投資後の返済を受けていただいて

います。 

• 建設中プロジェクトおよび着工前プロジェクト – 現在、建設中または着工前のプロジェクトは 11件ありま

す。建設中のプロジェクトは、便宜上すべて「進行中」となっていますが、作業員のコロナウイルス感染や

州固有の建設ガイドラインなどの理由から、一時的に休止しているプロジェクトもあります。  

• 運用中プロジェクト – 現在、運用中のプロジェクトは 5件あります。プロジェクトのスポンサーと常に連絡

を取り合い、スポンサーの財政状態および、この一時的な経済混乱を克服する計画について確認してい

ます。 



2020年の新しい EB-5投資機会の提供はまだですが、数か月以内に 28件目のプロジェクトを開始する予定で

す。2008年の世界的金融不況の際と同様、海外からの投資を米国全体に展開し経済回復を支援するため、EB-

5の出番が再び来ると予想しています。 

 

まだまだ、多くのことが不透明な段階ですが、この危機はいずれ過ぎ去ると信じています。米国および国内の各コ

ミュニティも必ず正常に戻ります。一致団結して頑張りましょう。このような大変な時期こそ、当社と出資者の皆様と

の間のコミュニケーションは、常に最優先事項であるべきと考えます。 

 

皆様におかれましては、お身体ご自愛くださいませ。 

 

アンジェリーク ブラナー 

代表取締役（創業者） 

EB5 Capital 社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A Message from Our Founder and CEO  
  

 

I hope this note finds you and your loved ones healthy and well. These past few months have been 

among some of the most emotional and turbulent that any of us can remember. The impact of 

COVID-19 has been felt by families, businesses, and communities across the United States and 

around the world. This has been a humbling and sobering moment in human history.  

 

EB5 Capital has had the pleasure of assisting over 1,500 families with their immigration and 

investment plans. We take this responsibility seriously. We have been working as diligently as ever 

to monitor our 27-project portfolio on behalf of our investors and are in regular communication with 

project sponsors. I have provided a brief situation overview below: 

• Repaid Projects – 11 of our projects have already been repaid in full. For those investors 

whose projects have been repaid and who are currently in their redeployment phase, we are 

focused on preserving their at-risk status, while providing adequate liquidity for those 

expecting to become eligible for repayment in the near future. Our redeployment team is 

leading the industry with seven redeployed partnerships and a substantial number of clients 

achieving repayment after redeployment.  

  

• Projects Under Construction or Pre-Construction – 11 of our projects are currently under 

construction or in the pre-construction phase. Although all projects under construction are 



 

technically still in-progress, some have taken temporary pauses due either to workers testing 

COVID-positive or to state-specific construction guidelines.  

  

• Operational Projects – Five of our projects are currently operational. We are in constant 

communication with the project sponsors to determine their financial condition and their 

ability to withstand this temporary economic disruption. 

While we have not yet offered a new EB-5 investment opportunity in 2020, we are expecting to 

launch our 28th project in the next few months. Similar to 2008 during the Great Recession, I am 

optimistic that EB-5 will be called upon, once again, to help provide foreign investment throughout 

the United States to aid our economic recovery. 

 

While much remains uncertain right now, this crisis will pass. Our country and communities will 

recover. We are all in this together. Communication between our firm and our stakeholders is and will 

continue to be a top priority during these difficult times.  

 

Stay safe and be well, 

 

Angelique Brunner 

Founder and CEO 

EB5 Capital 

  

   

 

 


