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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

2015 年の米国経済予測は「雇用が順調に改

善し賃金も上昇の兆しが見えてきたことで高

成長が期待できる」、一方は「欧州、アジアな

ど他先進国の低迷が米国経済の足を引っ張

り、低成長が続く」の 2 つの議論があります。

昨年はドイツまでマイナス成長となり、ギリシャ

の政治不信による景気不安など Euro 圏内は 

共通通貨が足かせとなって回復を妨げていま

す。英国は 2 期プラスとなりましたが、そもそも

欧州危機の際、英国は比較的順調だったに

も拘らず、極端な緊縮財政で不況に落ち込み

ました。最近の回復は予定されてた緊縮策を

停止したためで、緊縮策が功を奏したという保

守党の議論は正当と言えません。中国は共

産主義の政治構造と市場経済の軋轢が出、

地域間不均衡、資金と人間の海外流出、経

済成長がさらに社会問題を悪化させる悪循環

から抜け出せないでしょう。 

  米国の借金経済に対して日本は資産経済。

史上初めて家計貯蓄率がマイナス、つまり消

費が所得を上回りました。日本経済成長のバ

ックボーンであった巨大な国民貯蓄がマイナ

スとなったことでも、いかに消費者の購買力が

損なわれているか明らかです。ゼロ金利は高

齢者の所得減、過剰な資金供給は海外投資

増、円安による輸入価格上昇、消費税引上げ

などが消費を圧迫しています。今のデフレトラ

ップから抜け出るには一番の問題である消費

を増やす事です。消費者製品惨敗の状況

で、円安で輸出企業の利益は増えても、輸出

量は過去のように増えません。アベノミクスは

過去の政策に新しい衣を着せただけのもの

で、むしろ消費を阻んでいます。 

  最近の原油価格低下は米国石油業界の一

部にマイナスでも、欧州･アジアの先進国にと

って、また米国消費にとっても非常にプラスと

なるものです。基本的に欧州･アジア経済の

回復には米国消費の増大が不可欠で、米国

景気上昇が国際経済の回復を助け、好循環

への転換ができるかどうかが課題でしょう。

米国経済が力強い成長を達成するかは 2000

年以来足踏みしている世帯所得が増えるかど

うか。2015 年は期待が持てそうです。賃金上

昇にはインフレ懸念から住宅市場に影響ある

金利上昇に繋がりますが、海外資金が米国

債価格を押し上げており、金利上昇しても急

騰は今年前半ないとの観測をしています。 

パロスバーデス住宅市場 
2014 年の PV 一戸建て販売数は 643 件と

2013 年の 688 件から 6.5%減少。中間価格が

8.3%上昇したことも影響したようです。価格は

ピークの 2006 年にまだ 4.6%届きませんでし

た。販売数の減少が、年初の需給関係を昨

年に比べ好ましくないものにしています。2014
年初は市場在庫 97 件、エスクロー物件 62 件

(35 件差)に対し、今年は 136 件、67 件(69 件

差)のスタートとなりました。差が倍近くです。こ

の状態で一月に再リスティングと新規リスティ

ングが大量に出てきますので、一月中旬から

需給がかなり緩むでしょう。販売も増えるでし

ょうが、リスティングの数に追いつかないと見

ています。市場在庫が急増しても統計上の価

格が良いので売りに出るセラーの数は値崩れ

しない限り増えるでしょう。 
Rockyfield の予測シナリオは一月下旬から

2 月上旬に少し値下がりし、それが販売数を

増やし、値上がりは市場在庫の上昇が止まる

か、少なくとも上昇率が低下してからとなるで

しょう。勿論、価格や販売数は金利動向に大

きく左右されます。従って例年春の上昇機運

に乗って家の売却をお考えの方は少し待って

価格上昇が明確になったところで動いた方が

賢明でしょう。ただし、バイヤーは値上がりが

怖いので、早く買いたい意向もあります。素晴

らしい海の View など希少価値のある家は、

市場在庫より、販売数(バイヤーの数)の増加

で有利な販売が可能でしょう。 
一戸建て価格が上昇すると、タウンハウスの

販売が増えます。昨年秋以降、タウンハウス

市場は好環境にあり、この春も販売好調が続

くでしょう。が、値付けを間違えない事です。

常に一戸建ての低価格帯の動きを見ることが

肝要です。 

 

売買の季節的要因
売買は安く買い、高く売れば理想的です

が、株でもそう簡単にはいきませんし、住宅

の場合はもっと難しくなります。賃貸物件で

もリース契約やテナント関係で売買のタイミ

ングは思うとおりに行きません。ましてや自宅

の販売は個人的な事情が優先するので、

高値だから売る、市場が活況で上り調子の

時期に売ることができればラッキーです。悪

いタイミングを承知で売りに出すにしても、売

買の季節的要因を理解しておくことは重要

です。例えばバイヤー数が減少する時期に

その前の活況時の延長で値付けすると長

期間売れ残り、最後に必要非常の安値で

売る結果になる可能性もあるからです。 

 毎年正確な時期はズレがありますが、販売

数は 1 月後半から 2 月に増え始め、3 月

頃から活況となります。値段も 3 月中旬か

ら本格上昇を始めます。通常 7 月中旬ま

では好環境が続きますが、途中 2 週間程

度ダレることもよくあります。 

 毎年 9 月から 10 月始めに販売数が落

ち、9 月下旬に価格も弱含みとなります。リ

スティング数はそれほど落ちないので、買うに

は絶好の時期でしょう。12 月は物件数が減

りバイヤーにとって選択肢が少なくなります。 

セラーにとって 2 月終わりから遅くとも 6 月初

めまでに売り出すのが理想的。それ以外の

時期に売る場合は、価格帯、地域、物件

のタイプ、特徴などを吟味した販売努力と

緻密なマーケティング戦略が必要となりま

す。個人事情、市場環境、家の特徴の 3

点のバランスをうまく取った販売戦略です。 
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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。 

SELECTED LISTING SAMPLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Rockyfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 01/03/15) 

 

Rockyfield contact     
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
Websiteで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 

2015年不動産関連新法 （2） 
家主および HOA の個人農作許可 

2015 年から賃貸の家主はテナントが個人農作をポータブ

ル容器で行う事を許可しなければいけなくなりました。ポー

タブル容器は家主が OK したのもので、家外部の裏庭と

言う条件がついています。さらにグランドレベル、食用の果

実・野菜、自分用か寄付用であること、勿論マリワナや不

法な植物は禁止されています。この新法は一軒家だけで

なく、タウンハウスやコンドなどにも適用され、HOA のルー

ルで個人の農作をオーナーのバックヤードで行う事を禁止

或いは制限している場合、その条項は無効となります。 

テナントのプラグインカーの充電設備 

5 ユニット以上の賃貸住宅に関して、2015 年 7 月以降

にサインされた契約で、テナントがプラグインカーの充電設

備を設置したい場合、家主は拒否できなくなります。 

銀行保有物件のエスクローとタイトル選択 

昨年末で期限切れの予定だった The Buyer’s Choice 

Act が無期限延長となりました。この法律はフォアクロージ

ャーにより取得した銀行保有物件の販売条件として、直

接或いは間接的にもバイヤーに特定のタイトル保険会社

とエスクロー会社のサービス購入を強要する事ができない

と言うものです。違反のセラーには保険料或いは手数料

の 3 倍の違反金をバイヤーに支払う事になります。

Notary Public (公証) 無料サービス 

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。 


