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米国経済と住宅市場 

当ニュースレターでは住宅市場回復には雇

用回復が必要と繰り返して来ましたが、その

時が来たように思われます。3 ヶ月連続で 20
万人以上の雇用（非農業）増加は労働市場が

明確な回復に入ったことを示しています。この

雇用統計を見て企業が労働市場がタイトにな

る前に採用に動くとさらに雇用回復は加速さ

れます。2350 万人の失業あるいは半雇用が

あることが政争の議題になっていますが、経

済回復の観点からあまりに急激な雇用増加も

好ましくありません。まさにケインズモデルによ

る世界大恐慌からの回復過程の説明のミニ版

で、雇用が増えても失業者がまだ非常に多い

ため賃金上昇圧力になりません。また原油な

ど商品市況が過剰流動資金のため投機的に

高水準にありますが、中国の成長率低下、欧

州の再不況入りなど、世界全体として当面の

インフレ圧力が小さく、金利上昇は避けられ

ずとも急激な上昇にはならないと見られます。

パロスバーデスの住宅市場ではすでに需給

関係が非常に良好になってきており、現在の

金利水準が続けば住宅市場は価格も含め活

況を呈するでしょう。需給改善は他の地域で

も優良市場から順に進んでいるように見られ

ます。 
景気回復が雇用も含めて明確になってきた

ので、今年は金融引き締めをどのように行うか

が非常に重要な課題です。景気回復に水を

差すことは出来ませんし、膨大な資金供給が

され金融市場にお金がダブついているのでイ

ンフレ懸念も大きく、バランスを取りながら資

金吸収していくことになりますが、今年は大統

領選挙の年で、連銀が自分が正しいと思う金

融政策を進めることが出来るか疑問もありま

す。今日現在、連銀はまだ市場での米国債

買いオペ（資金供給）を続けている模様です。

米国経済が力強い成長過程に入れば、欧

州も不況から立ち直り、有効な金融危機回避

策が可能となります。日本にとっても助けにな

りますが、日本は大震災復興の上、お金のば

ら撒き政策による財政赤字が危険水域にあり

ます。支出の見直しとともに、税制の緊急改

革が必要ですが、消費税引き上げには全く反

対どころか、消費税は景気回復のため一時期

停止することも考慮すべきです。 
パロスバーデス住宅市場 

裏面の PV 一戸建て住宅市場の需給説明

にあるように、現在の需給は急改善しタイトな

状況にあります。ただ内容を見るとやはり安い

ほうが中心で徐々に 100 万ドルからその上に

広がりつつあります。市場価格も一月末の大

底からすでに 10％程度回復しています。一

時的に 163 件まで市場在庫が減りましたが、

それを見てかまた新規リスティングがこの数日

多く出て現在は 180 件を超しました。この需

給環境だと価格も上昇しそうですが、値上がり

し始めると新規リスティングの増える恐れもあ

り、価格回復が一直線に進むとは考えていま

せん。まだリスティングの機会を待っているオ

ーナーが沢山居るように感じます。 
中にはそろそろ底と言い出しているバイヤー

もありますが、彼らの意識はまだかなり強気が

見えます。しかし私たちのバイヤーでも極端

に安く買おうとしたり、オファーを出すのに時

間をかけていると、価格で負けたり、先に売れ

てしまったりのケースが増えており、バイヤー

間の競争が出てきたのは確かなようです。 
雇用の見通しも明るくなり、金利も少し上昇

気味もまだ非常に低い水準にあるので、これ

から数ヶ月で PV の一戸建て市場がブーム時

を髣髴とさせる状況となる可能性もあます。エ

スクロー入りする物件数は 2 月入り以来、週

15 件以上を維持し非常に高水準、まだまだこ

の売れ行きは続きそうです。ただブーム時の

ように何でも売れると言うのではなく、気に入

らない家だと安くても手を出さない傾向があり

ます。リフォームされた家、或いは View など

特徴のある家が早く売れています。また高額

物件も良く売れています。 
タウンハウスは昨年からすでに供給不足気

味で、一戸建て市場価格が上昇すればタウン

ハウスはさらに良くなりそうです。2 月のクロー

ズドセールスは 38 件（一戸建て）と数量は良

かったものの、平均価格・中間価格とも 2008
年のショック以来でも最低を記録しました。 

 

Short Sale, REOの買い方
住宅市場が急速に回復してきているため、

カルフォルニアのシリコンバレー周辺や、ロスア

ンゼルス郊外で short sale や REO（銀行保

有）の良い物件に複数のオファーがリスト後

直ぐに来ています。もう直ぐ値上がりするとの

思惑で投資家の動きもあるようです。最も

安く買う方法はオークションですが、全額

Cash で難しい点もあります。 
REO の場合、物件をよく検分し修理等にか

掛かるコストを考慮したうえで、余り安く買お

うとしないことでしょう。リスト価格が高すぎる

ケースは別ですが、優良物件の場合、競争

が激しくなるので市場価値より修繕コストを

入れて 10%以上安くなればよしとすべきでし

ょう。ローンをとる場合、所有している銀行か

ら借りると、クロージングが延びた際のペナル

ティを避けられます。REO は一定期間（通

常 90 日間）再販を禁じられるます。 
Short Sale は Lender が一つであると可能

性が高まります。コンドやタウンハウスなど

HOA あるものはオーナーが HOA を支払って

いるかどうか確認する必要があります。オー

ナーはお金がないわけで、銀行が OK しない

とバイヤーが払わなくてはなりません。銀行の

売却承認は数ヶ月から半年以上掛かりま

す。それまでの間バイヤーは止めることが出

来るので、複数の物件を同時に進めること

が戦術となります。 
Short Sale も REO も物件を選ぶ上で最も

重要なのは家の状態に左右されないことで

す。状態が悪ければその分安くなります。常

に場所、View などの恒久的な特徴、使用

可能な土地の大きさ、などに重きを置いてく

ださい。 

需給が急激に 
タイト化 

価格上昇するか



   

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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 A: Active    B: Backup    P: Pending    S: Sold 

 (*) Condo/townhome 
Prices in '000s. Source: MLS (as of 03/09/12) 

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 

需給改善！? 
PV 住宅市場の需給が非常に改善していると言っても「本当

かな」と首を傾げる方が多いようです。Rockyfield では需給を

販売中とエスクロー物件数の比較で見ています。E/A レシオ

はエスクロー/販売中で住宅市場の先行指数として非常に

有効です。現在 E/A は 60％を超えました。2007 年以来秋

から冬に 20%を切りました。販売数は 2006 年から価格が上

昇を続ける中で明確に下がり始めており、株式市場と同じで

バブル状態に入りました。こうした数字を総合すると、2007 年

後半に PV 住宅市場は不況入りしていたことになります。現

在の需給が非常にタイトになっていることは明白です。ただ内

容は安値物件がまだ主流を占めているため、価格回復が今

ひとつ。しかしこの需給関係が続けば時間の問題でしょう。 
下のグラフは市場在庫（上）、エスクロー（下）、差（中）で過去一年間の動きを示し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notary Public (公証) 無料サービス 


