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パロスバーデスの不動産はお任せください 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Creative Credit Union
クレジットユニオンは古めかしいイメージが

強いですが、最近は銀行など住宅ローン

に慎重になっている反面、財務基盤の強

いクレジットユニオンはクリエーティブな住宅

ローン商品を提供しています。 
 メンバー所有、非営利機関であるクレジ

ットユニオンは高リスクをとりません。これら

のローン新商品もネガティブ償却や誘惑

レートなどは一切なく“セーフ・モーゲージ”

の範囲を超えていません。クレジットユニオ

ンは殆どのローンを売らずにポートフォリオ

として所有するので、投資家の要求でな

く、お客のニーズに合わせたローンを作る

事ができます。  例としては、 
15/15ARM：15 年固定後金利調整しまた

15 年間固定。金利は 30 年固定金利よ

り少し低い。通常の 3,5,7ARM よりも安定

している。 
5/5ARM：10 年ローンで、5 年間金利固定

後、金利見直しが入りますが変動金利に

はならず、さらに 5 年間固定金利となる。

金利は 10/1ARM より低い。また 5/5ARM
でローン期間中は借り手が 5 回まで金利

見直しをできるオプション付きのものもあり

ます。ただし当初レートが 0.25%上乗せと

なります。 
  最近稀となった金利支払いだけのローン

や、若い人をターゲットにした 100%ローン

をオファーしているクレジットユニオンもある

ようです。 
  クレジットユニオンのメンバーなら相談して

も損はないでしょう。   （Source: NY Times） 
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米国経済と住宅市場 

  米国経済の構造問題は寡占化と所得格差

の進行です。寡占化も所得格差拡大によって

助長されていると言えます。つまりミドルクラス

の弱体化で消費者の力が弱り、市場原理がよ

く動作しなくなっていることも寄与しています。

勿論、寡占化 80 年代から業種間の壁が次々

なくなり、また政治環境が寡占化黙認になっ

ているのもその一因。寡占化で供給側が消費

者に対し優位に立ち、市場経済、つまりは米

国経済全体を脆弱にしつつあります。2008 年

のメルトダウンはその結果ともいえますが、そ

れを教訓としミドルクラス活性化に動いていな

いのが実情です。米国の購買力が世界経済

を支えているだけに、購買力の後退は米国の

弱体化にも繋がりかねません。 

  今年は所得格差が政治的争点となっていま

す。所得格差が極端に進むとファシズムに繋

がり、一方、所得格差是正が行き過ぎても非

常に危険です。所得平等の極端な例は共産

主義。労働意欲の減退と人材流出で破綻しま

す。皮肉な事にそのような社会構造ではごく

少数のトップに富が集中し、極端な所得格差

状態となり、ファシズムと形態上変わらない状

態となります。要は、極端がいけないので、現

実的、実践的であることが重要でしょう。 

  ミドルクラスの消費増で富裕層も潤うという議

論もあります。しかし近年の金融市場の変革

により富裕層はビジネス投資家より金融投資

家が多数となってきており、それも国境なしの

金融投資であると個々の投資家にとって実質

経済との関係が薄れてきます 

  最近は住宅市場の回復で、キャッシュの投

資家が買いあさっている傾向があります。とく

に低価格帯で不況での値下がりの大きかった

地域で顕著です。住宅価格の押上で、住宅

オーナーは助かりますが、バイヤーとくに初め

ての若いバイヤーが価格上昇に追いつけず

買えなくなる傾向が出ています。さらに資金的

に余裕のある小金持ちも住宅投資に動いて

います。セラーは投資家でなく居住目的のバ

イヤーを好む傾向があっても、やはり値段次

第でしょう。居住用の購入が増えないと値上

がりはしても住宅市場の安定には好ましくあり

ません。値上がりは低価格帯で顕著、PV など

は確かに価格回復しているものの、まだ本格

化していないように思えます。 

パロスバーデス住宅市場 
バイヤーの数は依然として低価格帯に集中

しています。ただ低価格帯のリスティングが昨

年のラッシュで今年は少なくなくなっており、

そのため次第にもう少し高いところが売れ出し

100 万ドル以上の販売物件数も増えてきてい

ます。すでに 80 万ドル未満の物件は RPV の

Eastview（Western Ave.沿い）に限られ、西側

で出てくるものは家の状態が極端に悪いか、

場所が悪いかです。安値物件が不足している

ところに数件でも出てくると一週間以内に捌け

てしまいます。逆に言うと低価格帯の販売数

が減り、値上がりに与える影響が薄くなってき

ています。80 万ドル未満物件はもうすぐ稀と

なるしょう。 
Rockyfield は今すぐ買いたいバイヤーを多

く抱えていますが、市場在庫は全体として多

いものの、バイヤーの欲しい物件がなく、たま

たまあると大変な競争となり、なかなか買えま

せん。市場価格上昇を背景にかなり強気のセ

ラーが多く、高過ぎて売れなかったり、バイヤ

ーの多くはまだ「値引きしなければ」と言う意

識がある反面、強気のセラーが譲らずまとまら

ないケースもあります。市場在庫も少ない

Torrance や Lomita, Harbor City ではこの傾

向がさらに顕著です。 
PV の一戸建て市場在庫は 130 件を超し、

エスクロー物件数は 74 件と需給関係は表面

上よくありませんが、市場在庫の内容を見ると

半数近くが 200 万ドル以上の物件、エスクロ

ー物件は半数が 130 万ドル以下の物件、150
万ドル以下の物件は市場在庫とエスクロー物

件数がほぼ同数です。従って多くのバイヤー

にとって非常に需給タイトな経験となります。 
2 月クローズ販売数は 31 件と極端に少なく

なりました。中間価格は$1,325,000。 
タウンハウスは順調も価格上昇で少々販売

減。コンドもまずまず。 
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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） 
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。 
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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 03/06/14) 

Rockyfield contacts    
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 

 DRE broker license: 
01328577 

2014新法 
Rancho Palos Verdes – Smoke Detector 

加州Smoke/CO1アラーム法に加え、ランチョパロスバー

デス市は家売却の際セラーに市条例（410）遵守を宣誓す

る様式の提出を要求する事になりました。 
SMOKE AND CARBON MONOXIDE ALARM ACKNOWLEDGMENT AND 

STATEMENT OF CONFORMANCE WITH ORDINANACE 410 

セラーは次の3点のボックスをチェックしなければなりません。 
□ Smoke and Carbon Monoxide Alarms: On the ceiling or wall 

outside of each separate sleeping area in the immediate vicinity 
of bedrooms and in each hallway outside of the bedrooms. 

□ Smoke Alarms: In each room used for sleeping purposes. 
□ Smoke and Carbon Monoxide Alarms: In each story 

つまり地下室も含む各階、寝室エリアの廊下にSmokeと

CO1アラーム、各寝室にSmoke Detectorの設置が必要

ですが、加州新法で電池式のSmoke Detectorは10年以

上の寿命の取外し不可の特別電池が要求され、値段も

上昇。つまりRPVは値段も高いものを沢山取り付ける必

要が出ました。（現存のSmoke Detectorの入れ替えは必

要ないと理解しています） 

 全てのセラーがこの様式を提出しなれければならないと条

令にありますが、「対象となる」という文言もあり、また加州

法の$1000以上のリフォームを行った家という条項がこの様

式に引用されています。この点を市の担当者に尋ねたとこ

ろ「例外なし、全てのセラー」との答え。議論の余地無しで

したので、 上記３点を満たすようSmoke Detectorと

Carbon monoxide alarmを取り付けたほうが無難でしょう。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


