
PALOS VERDES RESIDENTIAL PROPERTIES 
パロスバーデスの不動産はお任せください 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

市場在庫 
さらに増加後 
落ち着き見せる

July 6, 2011 VOL. 92-JP

Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

雇用、消費が足踏み、最近は暗い話が多く

なっています。Consumer Confidence も落ち

込み、第２四半期 GDP 伸び悩みが予測され

ています。景気の先行き、住宅市場もこのとこ

ろ市場在庫増加、価格下落傾向で二番底を

心配する声が聞こえます。欧州の金融危機、

米国債信用が政争の道具となるなど、予測の

難しい不確定要因が多いものの、下半期の経

済予測に楽観論もあります。 

1-3 月期 GDP は悪天候とガソリン価格急騰

などで 1.9%増（年率）に留りました。4‐6 月期

も市場平均で 2.3%を予測しています。（政府

発表は 6 月 29 日） 日本の大震災による部

品供給急減による影響は当初の予測より広範

囲かつ大きなものとなりました。その上前例の

ない Tornados と洪水など、悲観論に輪をか

ける災害で消費の伸びがストップしました。心

理的な悲観論が台頭しているようです。 

今年後期楽観論はこうした悲観的事態の裏

返しに基づいています。日本からのパーツ供

給回復は最近の自動車販売量や生産回復に

現れています。日系自動車メーカーの米国内

生産は 9 月までには 100％回復すると見られ

ます。5 月の Factory Orders は 4 月の 0.9%

減から 0.8％増に逆転。これが後期の経済成

長に貢献し、またガソリン価格が例年高騰す

る夏場にも拘らず低下しているのも消費回復

に大きな役割を果たすと多くのエコノミストが

見ています。さらに洪水は山を越し災害復興

需要が望めます。コンセンサスは後期 3.2%の

GDP 成長となっています。 

しかし 3 点心配があります。まず米国借入

限度額拡大はまず通ると思いますが失敗した

場合は世界大恐慌、またその交渉に伴う大幅

な支出削減が脆弱な回復の足を引っ張る。第

二に再建案で一息ついているギリシャなど

Euro 財政危機。第三にガソリン価格、今日現

在で原油価格が$95 を越しており、ガソリン価

格が上昇するとガソリン価格に過敏な消費を

冷え込ませます。 

これら心配材料が現実化しなければ、後期

の景気は前期よりずっとよくなるでしょう。とく

に手元流動性の潤沢な私企業が、最近コンピ

ュータ関連やその他設備への投資を積極的

に始めたのが後期の見通しを明るくする大き

な理由になると思います。 

パロスバーデス住宅市場 

6月最終週まで上昇を続け 300に近づいた
PV の一戸建て市場在庫が 7 月 3 日に 275
に急減、独立記念日開けも安定しています。

まだ暫く様子を見なければ確実ではないもの

の、実際の新規リスティング数も 6月のペース
から４割減、新規リスティングラッシュが終息し

たと希望的観測を立てています。一方、販売

数は少し減退気味でもまだ高水準で、弱基調

にあった価格も少し持ち直してくれるのではと

の期待が持てます。しかし価格は 3月中旬以
来ジリジリ下げてきて昨年 11 月の水準。市場
在庫とエスクロー物件数の差が 100 以下なら
ないと本格的な価格回復には力不足でしょ

う。勿論、PV 内でも地域的格差があり、RPV
西部がリードをとると思います。 
金融市場の過剰流動性で商品市況に上昇

圧力が強いため景気回復は常にインフレ懸

念を孕み、また米国債（借り入れ）が政治かけ

引きの道具に使われ、すでに米国債への信

用が議論されています。今年後半は金利が

上昇していく可能性が高いといえます。つまり

住宅市場は需給改善と金利上昇の綱引き状

態となりそうです。また Palos Verdesの市場環
境が改善しても他市場はまだ Foreclosure の
影響が強いため、PV だけ独歩高は可能性が
薄く、また雇用が改善しても所得の改善はさら

に先になるので、現状価格から 10%程度の回
復後は上昇力が弱まる可能性が高いでしょう 

6月のクローズ一戸建て販売は 53件と少々
物足りない結果となりました。これは 5 月の販
売伸び悩みを反映したものと見られます。平

均価格は$1451、中間価格は$1180（千ドル）
と価格も 5月から少し後退。 
非常に好調の続いていたタウンハウス市場

も少し需給関係が緩んできた感があります

が、まだまだ良好です。一方、多量の Short
sale や銀行保有で苦しんでいたコンド市場に
この数週間明るさが見えてきています。 

 

一酸化炭素検知器
一月号でお知らせしたように、7 月 1日
から一戸建て住宅に Carbon Monoxide 
Detector (Alarm)の設置が法律上求められ
ています。これは賃貸住宅でも同じく適用
されます。（一戸建て以外の住宅は 2013
年 7月です。） 
一番多く寄せられる質問は「どこに付け
るの?」ですが、一酸化炭素は空気とよく
混ざるため場所の特定が法律上ありませ
ん。基本的には寝ている間の一酸化炭
素中毒が心配されているので、寝室へ通
ずる廊下に付ければ複数の寝室をカバー
できます。寝室内に暖炉がある場合はそ
の新室内につけることも良案でしょう。でき
れば高い位置に設置することが薦められ
ています。コストは$30 から Smoke と兼用
の$100 位までありますが、安いものでもコ
ンセントにプラグインするだけのものがありま
すので、業者に取り付けを依頼する必要
もないでしょう。 

Conforming Loan Limit 
 裏面にありますように現在の歳出カット
に集中している議会では、時限立法で拡
大された Conforming loan limit が 10万ド
ル強減額される可能性が強まっていま
す。Realtor 協会は議会に圧力をかけてい
ますが容易でありません。もし減額となっ
た場合、100万ドルから 80万ドル域の物
件が一番影響を受けると予想されます。
必ず近く売る計画のオーナーは今後の動
きを注視、減額の可能性が強まれば、8
月までに市場に出すことをお勧めします。
8 月に金利上昇前の駆け込み需要とな
ればベストシナリオとなりますが．．． 
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修繕・リフォーム業者のご紹介 
腕もよく値段もいいコントラクター、ハンディマン、プランマー、

ペンキ屋、カーペットクリーナー、ガーデナー、プールサービ

スなど家の修繕やリフォームに必要な人をご紹介できます。カ

タリーナまでお問合わせ下さい。 
 
ご自宅地域の市場情報（週一回=無料） 
もっと詳しい市場情報を毎週（通常日曜日）にメールに

てお届けします。メールでお申し込みください。最近は

リスティング多いため下のリストはごく一部です。 
 properties11@rockyfield.com 
 
ご自宅の市場価値推定（無料） 
リフォームした方、家が幾ら位かお知りになりたい方、

市場価値推定を無料で致します。お売りになる計画が無

くても遠慮は要りません。最初にそう仰って下さればそ

のように対応いたします。 
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当ニュースレター定期読者（郵送）の

方に､Notary Public の無料サービス

（直接の場合、ローン書類は除く）を致して

います。また Rockyfield をエージェント

として家の売買をした方には Notary 

Public を 5 年間無料で提供します。 

オフィスに不在のこともありますので､

電話でアポをお願いします。カタリー

ナ(Ext.２＃)まで日本語でどうぞ。出張

サービスもしますが別途料金を頂きます。 

年金居住証明・署名証明も行います。 
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For listing information, 
 

Please contact 
 
 

Rockyfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A: Active   B: Backup   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 07/05/11) 

Rockyfield contacts    
DRE broker license: 

01328577  
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
Websiteでリアルタイムの物件検索ができます 
www.rockyfield.com/propertymenu.html 
 
電話: (310) 544-0857（日本語でどうぞ） 
  アンソニー Ext. 1# カタリーナ Ext. 2# 
email:  properties11@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

Conforming Loan Limit 
FHA, Fannie Mae, Freddie Macがサポートするモーゲー
ジローンの最高額が、10 月 1 日に$729,750 から
$625,500 へ減額されそうです。Conforming loan の本来
の上限は$417,000 ですが、2008 年の金融メルトダウン
で議会が 2011 年までの臨時措置として$729,750（地
域によって少ない）に引き上げたものです。Conforming 
loan limit の範囲内は有利な金利となりますが、当初混
乱のあった増額分の取り扱いについて、最近は Super 
Conforming という名称となり、本来の$417,000 までの金
利より少し高い金利となっています。所謂 Jumbo Loan
は金利が高く、銀行によっては固定金利を提供しない

ところもあります。Jumbo は Conforming に比べ一時は
1%くらい上乗せとなりましたが、最近は 0.55%くらいの差
となっています。 
もしこのまま上限額が$104,250 削減されると 20%ダウ
ンで Conforming の範囲内の購入価格は$781,875 とな
り Palos Verdesの殆どの一戸建ては対象外となります。
（現在の上限額では$912,187） これは始めて購入する
バイヤーにとって難しい状況となります。Palos Verdes の
90 万ドル以下の価格帯が被害を受けることになりま
す。また一般市場としては、Loan modificationは FHA適
格が条件ですので、Foreclosure 救済がさらに滞り、住
宅市場全体に悪影響を与えることになります。議会が

延長するに通しはかなり薄いようです。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


