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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

3 月の雇用統計が 12 万人と 2 月の半減、

予測の 20 万人も大きく下回ったため、株式市

場も下げ、景気回復を懸念する声も出ていま

す。地方連銀が不況よりインフレ懸念を表明、

連銀が利上げに動くのではないかと云う噂も

出ていたためか、雇用統計の前週、バーナン

キ議長は景気・雇用回復が鈍いため当面低

金利政策の維持を表明、その後に雇用の悪

い数字が出たことで、過剰反応となったようで

す。雇用統計はサンプルからの推定で毎月

の上下動が大きく、5 万人程度の修正もありま

す。4 月と 3 月の修正数字を待つべきでしょ

う。また、その他の景気指数は着実な回復を

示しており、とくに自動車販売の好調は明る

い兆しです。景気回復の足取りの重いのは、

雇用統計に入ってこない失業者数、またパー

トなども非常に多く、消費者の所得がないこ

と、さらに Subprime （住宅だけでなく、クレジ

ットカードや自動車ローンも）問題で、金融機

関はすでに再び Subprime ローンに乗り出し

ているものの、逆に消費者が慎重。また多くの

州で低所得者補助をカットしており、中・低所

得者の購買力がかなり低下しているためと思

われます。従って景気回復が緩やかなのは当

然と言えます。 
また欧州の政府債の状況で米国の株式市

場が激しく上下していますが、スペイン、イタリ

アの国債市場は小さく現在の不安定な金融

市場で大きく上下するのは当たり前とも言えま

す。一方ドイツ国債利回りは史上最低レベル

になっており、Euro 貨幣統一でドイツ一人勝

ちの構図が明確となっています。プロのトレー

ダーにとって波動が大きいほど儲かるチャン

スも大きいのも事実です。米国経済の回復で

欧州も安定するので、欧州の動きにあまり過

敏になる必要はないと思います。今週から始

まった第一四半期企業利益発表はかなり良

いと予測され、株式市場も一週間の低調から

上昇に転ずると見られます。とくに製造業の

好調が今回の回復過程で注目されます。 
景気回復のニュースは金利上昇を伴います

が、急激な金利上昇は考えにくく、住宅ロー

ンの 30 年固定金利が 4.5%を越すにはまだ

大分時間が掛かると思われます。 
パロスバーデス住宅市場 

需給関係だけを見るとパロスバーデスの一

戸建て住宅市場は過熱ブーム時に匹敵しま

す。昨年 6 月に 200 近くになった需給差（市

場在庫とエスクロー物件差）は 8 月一杯高水

準が続きました。今年 1 月末から 2 月始めに

110 近くに増えた後、販売好調を反映して急

減を始め、現在 50 近くに半減。新規リスティ

ングもまだ高水準で継続しており、市場規模

が大きく拡大したと言えます。 
ではブーム時のように直ぐに売れるかと言う

と必ずしも簡単ではありません。View やその

他恒久的な魅力の有る物件、素晴らしくリフォ

ームされている物件、あるいは値段的に魅力

ある物件は 1 週間程度で売れます。しかし物

件情報が Internet で多くあるためかバイヤー

の目は非常に厳しいものがあります。またブ

ーム時と異なり、売りに出ている物件（市場在

庫）も非常に多くあるため、魅力のない、不満

の有る物件には中々手を出しません。 
需給関係タイト化で徐々に値上がりしている

ものの、価格の急回復する気配が見られませ

ん。お金に困っていない、売る必要のない人

は現在の価格水準で売りに出てきません。お

金に困って売り出す家は当然、低価格帯に

集中します。低価格帯の市場在庫は少なくな

っているものの、新規リスティングがまだ多く、

販売も低価格帯中心です。これが市場価格

が上昇しない一番の原因と見ています。100
万ドルの少し上も大分売れ始めていますが、

低価格帯には数で全く及びません。 
価格上昇局面では販売価格を高めに設定

しても問題ありませんが、現況では価格適正

な価格設定が非常に重要になっています。 
3 月クローズの一戸建て販売数は 51 件とま

ずまず。平均・中間価格とも 2 月の一時的な

落ち込みからは回復しています。4 月はさらに

好転します。 
タウンハウス市場は供給不足状態です。コ

ンド市場は一部の特別なものを除くとかなり回

復してきています。 

 

Conforming ローン
上限額の影響  

昨年 10 月に Conforming Loan Limit が

$729,950 から$625,500 に引き下げられまし

た。Conforming Loan Limit は Fannie Mae と

Freddie Mac がローン市場で買い取れる基

準で、この上限を超すとジャンボローンと呼

ばれます。当然金利も Conforming loan です

と安くなります。この上限は本来$417,000 で

すが、住宅ローン市場補助のため現在特

別措置法で上乗せとなっています。多くの金

融 機 関 は $417,000 か ら $625,000 ま で を

Super Conforming と呼び、$417,000 までのロ

ーン金利より少し高くなっています。 
昨年 10 月の上限額引下げ時に、住宅

販売への影響が取沙汰されましたが、その

後殆どニュースがありません。20%のダウンペ

イメントを仮定すると、低金利を享受できる

価格が$912,437 から$781,875 に減額したこ

とになります。つまり 80 万ドル台の家のバイ

ヤーはダウンペイメントを増やさない限り、

Jumbo ローンの高い金利を払うことになって

いるわけです。 
私たちの統計を見ると、昨年 9 月末から

10 月の二番底のあと、11 月から 80 万ドル

以下の物件が非常に良く売れ始めた一

方、確かに 80 万ドル台は出遅れそれが今

年の 2 月一杯まで続きました。90 万ドル台

は当初もっと厳しい状態でしたが、12 月ごろ

から 80 万ドル台よりも良くなりました。90 万

ドル台から 100 万ドル超のバイヤーは低価

格帯のバイヤーより余裕があるのでしょう。全

体的に回復してきた現在でも、80 万ドル以

下の価格帯が飛びぬけてよいのはローン上

限額の影響があるようです。

価格上昇の 
気配も 

まだ力欠く 
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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: ActiveB: BackupP: PendingS: Sold 
 (*) Condo/townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 04/10/12) 

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 

危険物質 (1) －アスベスト 
アスベストは家庭の様々なものに含まれている可能性があり

ますが、手で簡単につぶして粉状にならない状態、つまりテー

プやペンキなどでシールされていれば直接危害は無いといわれ

ます。アスベスト使用製品の数は少なくなってきているものの、

アスベストは法律で禁じられていないため新しいものでもアスベ

ストが含有されている可能性があります。 

家庭内でアスベストを含む可能性のあるものは、ビニール

床、ヒーターやエアコンのダクト包材、湯パイプやボイラーの断

熱材、一部のシングル屋根材や外壁サイディング、屋根裏断

熱材（Vermiculite）, その他一部の断熱材などです。アスベス

ト検分には視覚だけでは不十分であるため、資格あるアスベ

ストコンサルタントを雇う必要があります。 

空気中に放出されたアスベストを吸引すると、石綿沈着症

と肺がんの危険があり、喫煙者の危険度はさらに高いようで

す。症状が出るまで10‐40年掛かるといわれます。 

ホームオーナーによるアスベストの修理や除去はダメージが

大きいと却って悪い結果ともなりますので、資格あるプロを雇う

必要があります。アスベストの処理は大変コストのかかるもの

であり、大小に関わらず、大掛かりな準備が必要となるため小

さな除去は大きなものより数倍も割高となります。ただし現状

で危険がない場合は何もしない方が良いといわれます。アスベ

ストの心配がある場合、資格をもつアスベストコンサルタントを

雇い修理や除去が必要か先に確かめた方が賢明でしょう。 

アスベストをどうするかはホームオーナーの判断に任されてい

ます。処理をする場合は厳しい法律に基づく手順を踏まなくて

はなりません。詳細については、アスベストを含む危険物質に

関する冊子を無料でお分けしていますのでご連絡ください。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

一戸建てリース – Cedarbluff RPV  
リース家賃月$3,200 

 入居可能日： 6月初め 

 3ベッドルーム、1460ｓｆ 

 Vista Grande, Ridgecreｓｔ 学校区  

 広い裏庭、View 無 

5 月末に現テナントが出たあと、修理・改装後に入居可

能

Handyman やその他、お客様から教えて頂いたた業

者をご紹介いたします。カタリーナまでご連絡下

さい


