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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

  3 月の雇用数が予測の半分、しかも 1 月 2

月が 7 万人近くの下方修正で、経済回復から

高度成長のシナリオに疑問が出ています。そ

れで株価が上昇したのは如何に株式市場が

金利主導となっているかを物語っています。 

  雇用が好転し世帯所得が上昇を始めるとイ

ンフレ懸念が台頭します。連銀は景気好転の

ペースを見ながら成長を妨げない範囲での短

期利上げを表明していますが、市場は金利動

向に過敏になっています。超低金利の借入

れで動いている株やその他金融市場は経済

や企業利益動向に関わらず、金利上昇懸念

だけで落込む傾向にあります。この過剰流動

性の状況下で連銀の方針は適切と言えます。

金利上昇は短期的に住宅市場の需要をそぎ

ますが、好景気で所得が増えれば潜在需要

は絶対的で住宅市場は上昇します。 

  それでは米国経済は本格成長に入ったの

でしょうか？欧州・中東などの国際情勢、国内

ではミドルクラスの購買力弱体化など過去の

回復過程にはないマイナス要素があります。

高度成長による労働者不足、賃金上昇、資源

不足など伝統的なインフレ構図はまだ先のこ

と。原油価格の低下は短期的に株式市場の

足を引っ張り、石油依存経済の州などには打

撃となりますが、中･長的には経済成長に貢

献、またインフレ圧力を軽減します。これらの

状況を鑑みると今年前半に金利が急騰する

可能性はかなり小さいと思われます。 

  インフレになった場合、住宅価格はどうなる

のか？答えはその他の経済上要因、住宅の

需給関係などで変わります。インフレと高金利

は株式やその他金融市場には厳しい悪要

因。 商品市況はインフレで値が上がりしても、

先物など高レバレッジが動かしているため、価

格リスクが非常に大きいので不動産の方が魅

力的。住宅もローン主導で金利の影響が短期

的には大きいものの、住宅はモノでもありま

す。とくに住宅は居住目的の実需が大きいの

で、高金利となっても金利が高位安定、将来

の収入に確実性があれば住宅価格も上昇し

ます。少なくともインフレ調整後の価格はそれ

ほど下がらないのが過去の例です。住宅価格

の下落は住宅市場の過熱、いい加減なロー

ン貸出しが景気後退による債務不履行や破

産の洪水状態によって生じています。1992

年、2008 年いずれもそうでした。 

パロスバーデス住宅市場 
非常にタイトな状況が続いています。ただ毎

年そうですが、春の販売シーズンは 1・2 度鈍

化する事があります。今ちょうどその時で税務

申告の影響とも思われるので、1 週間か 2 週

間のこと。価格の急騰と、金利上昇が重なると

急に買えなくなるバイヤーが出るため数量･価

格とも落ち込みます。3-7 月のシーズン中何

時起るかは全く予測できません。 
価格帯を見ても最高価格帯まで非常に活

発･好環境にあります。ただ最近目に付くのが

高すぎるリスト価格です。それでも物件に特別

な魅力があると、少し高くても売れてしまいま

す。現在のバイヤーは情報通で市場価格を

良く把握しており、あまり高く値付けすると売

れ残り、次々新しい物件が出てくる中で無視

される傾向もあります。比較物件による市場価

値推定は過去の販売価格を基にしているの

で、少し高めにリスト価格を設定しても問題な

い環境にあります。Rockyfield は毎週現在の

価格動向の統計を作成しており、過去の販売

価格を現在の価格に調整して市場化価値を

算出します。 
3 月クローズの一戸建て販売数は 58 件と 2

ヶ月連続で昨年同月を上回りました。2 月市

場価格下落を受けて、3 月クローズの平均･中

間価格とも落ち込んでいますが、4 月は上昇

しますので、ニュース等で悪い情報が出てき

ても心配要りません。 
米国債への需要が強く、成長鈍化の気配も

あり、金利がまた低下しています。少なくとも 7
月までの販売シーズン中は低金利が続きそう

で、これからまだ 5%位は問題なく値上がりす

ると予測しています。 
タウンハウスは供給不足がまだ続いており、

値段も上がってきたように見えます。 

 

タイトな市場 
住宅価格 

さらに上昇基調

Rockyfieldの特典 
パロスバーデスには全国チェーンの大手ブロ

ーカーが数社、その他独立系のブローカーが

沢山おり、エージェントの数は 1000 を超えま

す。家を売る時にどのエージェントが良いの

か分からないのが実態で、大手の名前で選

ぶセラーが多いようです。Rockyfield は小さ

な独立系ブローカーとして大手よりも優れた

サービスを提供しなければ生きていけませ

ん。Rockyfield のサービス特典は： 

- セラーのご希望に応じ、リスティング前準

備の修繕を業者への支払いも含めて管

理、支払ったコストのコミッション調整が可

能です。 (リモデル等高額の場合を除く)  セ

ラーは業者選択、管理の手間が省け、

現金の持ち出しを避けられます。 

- スモーク感知器・一酸化炭素アラームが

ない場合、無料取付けします。 

- 家庭のペンキ、電気製品等を危険物廃

棄所にお持ちいたします。 

- ミニバンを無料でお貸しいたします。 

- インターネットに頼らないフットワークの重

要性を信じています。エスクロー･顧客の

間を走り回ります。 

- 二人の完璧なチームワークでサービスしま

すので、Showing がアポオンリーでも不利

になりません。 

リスティング前に 

- 市で Permit 等を確認します。 

- 登記をタイトル保険会社で確認します 

連邦･州法だけでなく、地元の法令を遵守

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 04/03/15) 

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 

節水規則の拡大・延長  
カリフォルニア州の干ばつは 4 年目に入り深刻な状態にな

りつつあります。State Water Resources Control Board は残

る水供給を確保するため、拡大緊急措置を開始しまし

た。カリフォルニアは大幅な節水を達成していますが、更な

る努力が必要な状態です。2014 年に採用された飲料水

の使用制限を継続、さらに追加措置を実施しました。 

全てのカルフォルニア州民は次のことを禁じられています。 
• 歩道･ドライブウェーを洗うこと 
• 屋外の庭園に余分な水をやること 
• ホースを使って車を洗うこと（閉栓ノズルの付いているも

のは OK） 
• 噴水や水使用の飾りなどを稼動すること(水をリサイクル

するものは OK)、また降雨後 48 時間以内に芝生や庭

園にに散水すること (新規則) 

新しく追加された商業向け規制は 
• レストランや食料提供の場ではお客さんが頼まない限り

水を出さない。 
• ホテル･モーテル業者は客にタオル等を毎日洗濯するか

の選択肢を与え、その告知を目立つように表示する 

屋外での灌漑は地域によって水使用全体の 50%から

80%を占めています。灌漑は週 2 日以下と規定されてい

ます。地方の政府機関はオーナーが節水規則を守るまで

1 日$500 までの罰金を課すことができます。 
ご注意:California Water Service Company は電話による罰

金徴収を装った詐欺に騙されないよう警告しています。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

Los Verdes  一軒家リース 
Vista Grande 小学校地域の一軒家がリースに出ます。1800sf、
4 ベッド 2 バス。Ocean View もあります。まだ家賃は最終決

定していませんが、ご興味のある方はご連絡下さい。 
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。下のリストはごく一部です。 
 properties14@rockyfield.com   
 


