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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

米国経済の現状は株式市場の動向がよく表

しているといえます。｢市場は必ずしも正しくな

くても、常に正直だ｣と言うのが筆者の持論で

す。米国景気が回復し株式市場も新高値まで

来た後、伸び悩みが出てきています。その背

景には経済高成長への疑問、とくに国際経済

の停滞への懸念があり常に神経質な動きにな

りつつあります。欧州は最強のドイツがこのと

ころ急におかしくなってきて、低金利・量的緩

和もこれ以上は効果が疑問。中国は成長率

減速が周期的な理由でなく、構造的に政治

形態足かせとなり更なる経済・社会成長への

対応ができなくなってきています。日本は円

安頼りでデフレからの脱却ができていない状

況下での消費税増など自殺行為の連続。円

安で輸出企業利益が増えても、輸出量が増

えていないため、消費者は輸入関連商品の

値上がりで却って苦しむ結果となっています。

先月号で述べたように消費伸び悩みが各国

経済の共通項であるといえましょう。 

  問題は各国とも不況対策が出尽くし財政赤

字で効果的な消費刺激の手段がないこと。消

費者負債の大きい米国で低金利が消費増に

繋がらないものを、同様な金利政策では日本

や欧州の消費増は期待できません。世界経

済の本格回復・成長にはまず米国経済とくに

米国消費・輸入が増えることが必要です。 

  米国消費の伸び悩みの最大の原因は世帯

所得が増えていないこと。雇用統計が良くな

ってきてるの割りに、賃金が上昇していませ

ん。就職を諦めたりパート等 Underemployed

が非常に多いのが理由として挙げられます。

企業利益が非常に大きくトップの給与が膨ら

んでいる半面、一般従業員の賃金が滞ってい

ます。マクロから見ると生産性向上による賃金

上昇はインフレになりませんが、雇用改善が

進み労働者不足による賃金上昇は過剰流動

性下では即インフレ圧力となります。所得格

差の拡大も問題で所得が増大している富裕

層は数が少ないので、マクロ消費増大へ貢献

しません。海外に保留された企業利益の国内

還流、所得格差の是正など税制改革が必要

でしょう。短期的には一般消費者の可処分所

得増に繋がる経済政策が必要です。米国消

費が伸びれば自立回復のできない欧州・日

本などの助けとなります。 

パロスバーデス住宅市場 
8 月後半から減少を始めた一戸建て市場在

庫は 10 月に入っても急減ペースを保ってい

ます。市場在庫とエスクロー物件数の差は価

格動向予測の先行指数となりますが、これが

減少を始めたのが 9 月第 2 週目からで、新規

リスティングが週 15 件以下になってきたのが

大きく貢献しています。8 月初めから低下を続

けていたエスクロー中間価格も 10 月入りで底

を打ち反転しています。今年の 9 月スランプ

は例年よりも早く 8 月末から始まり、9 月中旬

には回復を始めました。10 月から 11 月にか

けて市場の好環境が期待されますが、値段は

今の回復した水準から 5 月上旬のピークまで

行くかは疑問です。今後年末にかけてとくに

Thanksgiving 以降、市場規模は縮小します。

需給好転で価格はもう少し上昇しても、急騰

場面は考えにくい状況です。市場価格は金

利動向にも左右されます。今一時的に住宅金

利が低下していますが、今後は上昇圧力が

増すと見られます。ただ連銀の先手を打った

短期利上げは長期金利の上昇(将来のインフ

レ懸念)を落ち着かせる効果もあります。 
今家を売りたい方は Thanksgiving 前に売れ

るよう今すぐリスティングをお勧めします。来春

まで延期してもいいでが、来春の価格は金利

上昇と所得回復のバランス次第と予測してい

ます。いずれにせよ価格面であまり期待を大

きくせずに計画を立てた方が賢明でしょう。 
9 月クローズ分の一戸建て販売数は 57 件と

8 月後半の後退を反映して少な目、10 月クロ

ーズ物件数(11 月中旬に発表)はさらに減少

します。平均価格は 1300 万ドルの物件がクロ

ーズしたため急騰しました。中間価格は 130
万ドルで 8 月から後退し 7 月の水準に戻しま

した。10 月分はさらに低下するでしょう。 
タウンハウスとコンド市場は低迷しています。

 

すでに 9 月の
スランプから 
回復に転ずる

電子署名
読者の中にはすでにコンピュータで電子署
名を経験、或いは耳にしたことのある方が
多いと思います。ビジネスでは Adobe など
の電子署名が使われています。不動産
取引では以前からあった DocuSign が最
近急激に普及しており、また zipLogix 
Digital Ink も不動産書類作成ソフトについ
てきています。最近の経験では PV 以外
のエージェントは殆どが電子署名で行って
いるようです。パロスバーデスではまだ実際
の署名も多く使われています。多分その
理由は主に 2 つあると思います。第一に
PV は英語を母国語としない人がかなり
多く契約書の理解が難しいこと、第 2 は
エージェントも PV 住人も伝統的な人が
多いことなどが考えられます。 
 エージェントにの中には電話、メールと電
子署名で済まし、お客さんに殆ど会わな
いケースもあるようです。現代社会はバイ
ヤーもセラーも多忙を極め、コンピュータで
い つ で も 簡 単 に で き る 電 子 署 名 （ e-
signing）は非常に便利です。しかし私たち
は違う考えを持っています。億円の売買を
行っているのです。多忙を理由に契約書
を吟味、不明点を解明せずに署名するの
は好ましくありません。とくに自宅の売買は
考慮点も多いと思います。Rockyfield と
してはやはり、お客様に契約書類をよく説
明し理解して頂いた上でサインして頂きた
いのです。電話やメールだけでは限界があ
ります。電子署名はコンピュータの画面上
で簡単にできてしまうので内容をよく読ま
ない方も多いでしょう。 
  私たちも遠隔地の顧客や不動産売買
を多くしている方は e-signing を使います
が、やはり実際に会あうと予測しない貴重
な話なることが多いと思います。
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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、屋根、

バスタブ修理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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 10/05/14) 

 

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 

PV 原産の植物を植えましょう 
カルフォルニアの干ばつは深刻な状態になっており、州民一人一人

が節水に協力する必要があります。スプリンクラーの水道代の高い

事はよく知られています。水をあまり必要としない植物を芝の代わ

りに植えれば、節水に協力でき、水道代も節約できます。秋は新

しいプラントを植えるのに格好の時期です。どうせ植えるならPV原

産の植物を植えてはいかがでしょう。 

 原産植物は野生の生物が繁栄するために欠かせないPVエコシス

テムの原点。PV原産のプラントは水をあまり必要とせず、殺虫剤

や除草剤もいらないので、節水と海の汚染防止に貢献します。原

産植物を植える事は野生動物の食料、避難や巣の場所を提供

する事になり、動植物の繁殖、多様化を助け、それが空気清浄

や浸蝕コントロールに役立ちます。 

 原産植物は一般家庭の庭も美しく変身してくれます。種類も非

常に多く、California sage brush, narrow-leaf milkweed, milk vetch, 
coyote brush, Santa Catalina mariposa lily, Indian paintbrush, 
bluedicks, lanceleaf liveforever, California bush sunflower などがあり

ます。さて、どこで入手するかは下記の場所があります。 
Native Plant Sales at the White Point Nature Education Center & 
Preserve: Purchase drought-resistant native plants grown in the 
Conservancy’s own nursery every 4th Saturday from 12 noon to 2 pm 
located at 1600 Paseo del Mar, San Pedro, California. Access via Western 
Avenue (310) 561-0917  
PVP Land Conservancy Native Plants at the South Coast Botanic 
Garden Gift Shop: A selection of native plants from the Conservancy’s 
nursery are available at the gift shop open Monday – Sunday, 10 am to 5 pm 
located at 26300 Crenshaw Blvd., Palos Verdes Peninsula (310) 544-1948  
Natural Landscapes, Tony Baker, Portuguese Bend, CA 90275 (310)377-
2536 
California Native Plant Society: the local chapter (South Coast) meets the 
1st Monday of every month (except July and September) at South Coast 
Botanic Garden in Rolling Hills Est. at 7:30 P.M. Everyone is welcome to 
attend. A plant sale is held in the fall. 
もっと詳しく知りたい方は次のWebsiteをお勧めします。 
Visit: http://www.pvplc.org/_education/native_plants.asp 

Notary Public (公証) 無料サービス 


