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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

非農業部門雇用数が 3 ヶ月連続で 20 万人

を超し、一般消費者にも景気回復が届きだし

たように見えます。 株式市場が上昇、企業利

益も増大する一方、米国経済の 70%を占める

消費がもう一つ伸びていませんでした。一世

帯あたり所得も 2000 年に比べ増えておらず、

大不況回復から成長へのステップアップなり

ません。雇用の力強い回復で経済成長が加

速するとの期待が強まっていますが、一方で

今後も低成長率が続くとの分析が、IMF など

国際機関だけでなく国内の経済学者の間で

も聞こえます。その理由は国際・国内両方あり

ます。国際的には、欧州がまだ金融不安・不

況の後遺症で苦しんでいること（Euro 統一通

貨がある以上、Deflationary Spiral から抜け出

すのは難しいと思います）。中国経済の減速。

日本経済の低迷継続（量的緩和でデフレ傾

向がさらに長期化）などがあげられます。さら

にウクラニア、シリア、イラク、イスラエル・ガザ

などの紛争も影を投げかけています。 

  歴史的に米国経済が国際経済を引っ張っ

てきており、欧州・アジアの経済問題は米国

の強い景気回復でかなり緩和されるでしょう。

米国の強い経済成長に疑問を投げかけるエ

コノミストは米国の長期的な構造的問題を指

摘しています。理由は様々ですが、大不況前

から米国経済は長期的な低成長傾向にあると

する意見が増えています。米国は Invention

で今後も世界をリードしても、国内生産・製造

がなくなり Innovation が期待できない。（最近

国内への生産帰還傾向もあるが） また今回の

大不況で失業した人々のうち雇用に戻らぬ人

が多い。また大不況以来出生率が落ちている

—などが理由となっています。インフラの老朽

化も重要課題。現状ではとても急成長を支え

られず、すでに生産性、経済効率が著しく損

なわれています。所得格差・両極化が進んで

いる事も問題です。富裕層は金融市場で潤

いますが、一般消費者の所得が伸びないと消

費低迷が長引き、企業の売り上げ、GDP も伸

びません。筆者は多くの産業の寡占化が健全

な競争経済による成長を阻害していると懸念

しています。一見、多企業に見えても同じ資

本に保有されている産業が殆どです。 

 しかし、これらは現在の政治環境下では改善

が殆ど不可能なため、米国経済は高度成長

が望めないという結論のようです。 

パロスバーデス住宅市場 
数週間前に PV 全体の一戸建ての新規リス

ティングが一週間で 38 にも上りました。過去

少ない月の月間販売数と同水準です。市場

在庫も 200、210 件を超しました。まだ明確な

方向は断言できませんが、7 月第 3 週でピー

クは越したような感触があります。と言うのは新

規リスティング数がこの数週間落ち着いている

ことと、あまりパッとしなかった販売が回復して

きたことで、今後市場在庫は減少に転ずるの

ではないかと希望的観測を持っています。現

状を見て急がないオーナーが市場に出てくる

のを躊躇うのは明らかです。 
エスクロー中間価格も再び上昇に転じまし

た。これには 2 つの理由があります。まず 300
万ドル以上の高額物件の売行きが大変好調

なこと。その一方低価格物件の売行きが落ち

ています。とくに Western Avenue 沿いの

Eastview は 2008 年のメルトダウン以来、PV
の販売数をリードしてきましたが、最近、

Eastview の価格も上昇しています。そのため

か 80 万ドル以下物件はまだ値段で売れてい

ますが、80 万ドル台の売れ残りが目立つよう

になりました。同じ 80 万ドル以上出すなら、ト

ーランスの方が大きな良い家を買えるという事

でしょうか? この両極の動向でエスクロー中間

価格が上昇しているためメーンストリームの

個々の物件価格が上昇しているとは云えない

かもしれません。RPV 西側のリスト価格の主

流は 100 万ドル超ですが、90 万ドルが非常

によく売れています。現金購入の多いのも驚

く傾向です。現在の販売好調は 7 月いっぱ

い、或いは 8 月まで続きそうな勢いです。 
春先まで好調だったタウンハウスとコンドは

このところ販売が少し落ち、売りが増えている

ため需給環境が悪化しています。 

 

市場在庫の 
増大止まるか 

値段も少し戻す
看板の市条例

住宅販売用の看板に関してパロスバーデス

の４市はそれぞれ厳しい条例を設けていま

す。これらルールは近年無視される傾向が

見え、毎年悪化していくように感じられます。

とくに外のエージェントが条例を知らずに看

板等を立てているのが気になります。ローリン

グヒルズは看板等一切を禁止しています。 

旗： PV のどこでも旗は一切禁止。PV エス

テーツ・ミラレステはチラシケースも禁止されて

います。風船も勿論ダメです。 

オープンハウス看板： 基本的に土曜日と日

曜日だけ。一軒に看板一つだけ。RPV は１

時から６時までとなっています。 

道順サイン： 土・日のみ。設置場所は各市

異なる要件があります。PVE は公有地にサ

インを立てられません。また平日は一個だ

け。RPV はロゴや住所をサインに書くことを

禁じ、また色は茶色と濃い黄色と決まってい

おり、数は 3 つまで。RHE は公有地に設置

する場合市の許可が必要。 

For Sale・For Lease 看板： 一軒に１個だけ。

３市はそれぞれ大きさと高さ制限を設けてい

ます。最小は RHE の 450sqin。最大サイズ

も PV 以外の市に比べるとずっと小さく、高さ

も PVE の３フィートまで。他市で見られる白

い材木枠は PV で使えません。 

小さな違反は仕方ないとして、旗や大きな

看板は PV の美しい景観を損ないます。市

や不動産協会も違反を減小に努力しまし

たが、実際に悪化するばかり。セラーがリステ

ィングエージェントに条例尊重を指示する事

も一案でしょう。
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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。 
 properties14@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。 

SELECTED LISTING SAMPLES 
 
 
 
 
 
 
 

Please contact  
 

Rockyfield 
 
 

For details 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 07/16/14) 

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:  properties14@rockyfield.com 
www.rockyfield.com 

 DRE broker license: 
01328577 

エスカレーション条項 
2008年以前の過熱市場でエスカレーション条項付きのオファーが

見られました。これは法律的にはRelative Bidと呼ばれ、例え

ば ”Purchase Price shall be $1,000 higher than any other offer.” つま

りこのオファーは他の一番高いものより１０００ドル（例）高くなりま

す。最近またエスカレーション条項が見られるようになって来まし

た。バイヤーからそのようにしてらどうかとの質問も来ます。 これは

法律的にOKでしょうか? 最近の判例で”A relative bid may be valid, 
but only where a party expressly solicits relative bids or such bidding 
is objectively reasonable as being customary in a particular trade or 
industry.” つまりケースバイケース。強制力に疑問が残ります。 
  法律問題はさておき、様々な疑問点があります。最終価格が

吊り上げられバイヤーの資金力を越してしまう可能性。複数のバ

イヤーに対するMultiple Counter offerにたいする反応として使われ

るケースが多いようですが、最初のオファーにエスカレーション条項

をつける場合もあります。他の最高オファーが値段だけ高く、その

他の条件やバイヤーの資金力が劣る場合でも、その上乗せ価格

となります。他の最高価格オファーの確認も問題です。 
  セラーにとって、エスカレ条項付きオファーを選ぶ事で不公平のク

レームをつけられるリスクがあります。値段やその他条件を他のバ

イヤーに伝える事は必ずしも法律違反とはなりませんが、殆どのリ

スティングエージェントは明確に伝える事はしません。もし金銭欲

からセラー意図的に競争を煽っているような印象を与えると、他の

最高価格バイヤーが逃げてしまう可能性もあります。またセラーも

エスカレ条項のバイヤーを不誠実なずるい人間と感じ、エスクロー

期間中に色々要求が出るのではと危惧する可能性もあります。 
  不動産協会は、エスカレ条項を付けたいバイヤーに注意をうな

がし、条項はバイヤーの弁護士に書かせるよう忠告しています。 

  Rockyfieldではバイヤーのエスカレ条項に反対します。またエス

カレ条項を受けたセラーにはMultiple Counter offerで価格の絶対

数字の提示を要求する事をお勧めします。 

Notary Public (公証) 無料サービス 


