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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

第一四半期の GDP が僅か 0.2%増と大寒波

などを織り込んだコンセンサス予測の 1%を大

きく下回ったことで、米国経済が今後高成長

は望めないという意見が広がっています。昨

年 10-12 月期も 2.2%と芳しくない成長率でし

た。前期の不調の最大の原因はドル高にあり

ます。事実、3 月の貿易赤字は 6 年ぶりの高

水準、増加率は 18 年ぶりの急騰となりまし

た。現在の世界経済･政治環境では米国の貿

易赤字は他の国のように、通貨下落に繋がり

ません。貿易赤字は米国に還流し、米国債な

どを押し上げ金利もまだまだ低い水準にあり

ます。ドル高の背景は米国経済というより、欧

州･アジア経済の弱さを反映しています。 

  強い雇用回復が続き、やっと賃金も上昇気

配が出てきています。住宅市場は明らかに雇

用環境の好転の恩恵を受けています。しかし

問題は一般消費。ドル高で消費者製品の輸

入価格が落ち着いており、さらにガソリン価格

が大きく低下したにも拘らず、消費にもう一つ

力がありません。その一つの理由はこの数ヶ

月貯蓄率が増えていること。中間所得層が弱

体化し、一般消費者の資産がまだ回復してい

ないこと、大不況による失業の痛い経験、借

金の反省などが消費者心理に強く、貯蓄への

意欲が高いと思われます。米国経済は個人

借金による消費力が駆動してきましたが、経

済構造が変化していると言えましょう。貯蓄増

による消費伸び悩みは短期的に足かせとなり

ますが、長期的にはレバレッジ低下となり、景

気変動リスクが低下することになります。 

  欧州経済は少し明るさが見えてきたようです

が、金融リスクが後退したとは思えません。ま

たアジア経済も芳しくありません。中国は急成

長の付けが回ってきており、商品の安全性、

労働基準、公害などの重みが増えており、極

端な所得格差など今の政治体制でこれらの

課題を乗り越えられるのか疑問。アジアでまだ

高成長の見込めるのはインドくらいでしょう

か。南米も経済が低迷、このように世界的な

経済環境が悪いなか、米国も構造的問題が

多く、やはり高度成長は疑問符がつきます。こ

の解決策は老朽化した大体的なインフラ整備

が効果ありますが、財政赤字をめぐる政治対

立が深刻化している中、効果的な経済対策は

無理そう。ただ低成長でもインフレに火がつか

なければ良しとすべきでしょうか。 

パロスバーデス住宅市場 
3 月末からの平均週 25 件の新規リスティン

グで、年初から 140 件前後で比較的安定して

いた一戸建て市場在庫が上昇 160 件を超し

ました。販売も好調でとくにこの数週間新規リ

スティング数を上回わり、需給がタイト化して

います。在庫上昇で伸び悩んでいた価格面も

このところ急騰。エスクローの中間価格は

1500 ドルを越しています。価格が上昇すると

必ず売りに出てくるセラーが増えますが、現在

はバイヤーの買い意欲が非常に強く、需給関

係が崩れる事は考えにくい状況です。 
ただ、価格がこの水準からさらに上昇するか

疑問です。住宅ローン金利はまだ歴史的な低

水準にありますが、米国 10 年債利回りが

0.3%以上戻し、それにつられ住宅ローン金利

全国平均が 4%台に戻しています。金利の住

宅需要に対する影響は水準よりも「動き」で

す。住宅価格上昇のなかで毎月の支払金額

がぎりぎりのバイヤーもかなりおり、金利が急

に上昇すると、予算が狂ってしまいます。また

収入と支払い比率でローンが取り難くなりま

す。さらに米国消費者心理に大きな影響を持

つガソリン価格がこのところ急上昇しており、

夏場までこの傾向が続きそうな事もあります。 
4 月クローズの一戸建て販売は 66 件、平均

価 格 は $178.5 万 と 大 幅 増 、 中 間 価 格 は

$129.5 万で 3 月と殆ど同じ、いかに高額物件

が売れているかを物語っています。 
7 月まで多くのセラーとバイヤーが参加する

非常に活発な住宅市場が続きそうですが、メ

ルトダウン以前の危険な過熱状態はなさそう。

それでも高すぎる物件は長期間残っており、

あまり欲張らないことが肝要です。 
タウンホーム市場は依然絶好調。コンド市場

は停滞状態が続いています。 

 

住宅価格 
予測どおり急騰

に転ずる 

テナント付きの家販売
テナントが入っている賃貸物件の販売は

色々難点があります。月極め契約終了は、

最初の一年間が 30 日通知。一年を越す

と 60 日通知となりますが、販売目的の場

合は 30 日通知。早く出られると家賃が入ら

なくなるので、エスクロー期間中は居るように

しても、テナントがよほど協力的でないと販

売活動は非常に難しく不利とないます。 

  リースの場合、契約終了まではテナント付

きで売るしかありません。投資家だけが対象

となるためバイヤーの絶対数が少なく、投資

家は利益だけですから値段も厳しくなりま

す。リース期間が数ヶ月残っているだけなら、

自宅用販売として売り出す事も可能です。

テナント付だとバイヤーのローンが賃貸物件

となるため金利やポイントが高くなり、また

VA や FHA は使えません。さらに現在のテナ

ントの支払いに問題がある場合は投資家も

自宅バイヤーも敬遠します。 

  家賃支払いが良くないリーステナントを追

い出す事は可能ですが、例えば「売りたいか

ら追い出した」というようなクレームを付けられ

ないよう気をつける必要があります。支払い

不履行による Eviction はお金も、精神的に

も非常に高くなります。 

  意外に早く出たがっているテナントも居ま

す。売るので契約終了時に延長しないと持

ちかけると、新しいところを探して出て行って

くれるテナントも居るでしょう。実質追い出す

場合は、デポジットの返却など大目に見た

対処が禍根を残さぬ賢明な方法です。 
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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。 
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 A: Active   B: Backup   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 05/08/15) 

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 

芝生の代替  
カリフォルニア州の節水措置で PV は 36%カットする必要が

あり、水を沢山必要とする芝生の代替を考慮する人が増

えています。タウンハウスやコンドなどでは HOAが積極的に

節水植物に入れ替えています。サボテン庭園、砂漠系植

物なども考えられますが、小さな子供のいる家の裏庭は

やはり芝生が好まれます。また家を売る際も青々した芝

生が家のイメージを引き立てます。 
Houselogic.com は全国リアルター協会が運営する Website
で、家に関するあらゆる情報を提供しています。その中で

水も手入れも殆ど必要ない UC Verde Buffalo Grass と言う

のを見つけました。 
If you need grass for kids or pets, consider new “miracle” 
cultivars or blends. UC Verde Buffalo Grass, for example, 
delivers lush, silky blades that require little or no water once 
established, rarely need mowing, and need no fertilizer or 
pesticides. The secret to these grasses are long (but 
noninvasive) roots and thin blades.  
詳しくは http://ucverdebuffalograss.com/ で見られます。 
人工芝もあります。初期コストは倍近くかかりますが、メン

テナンスコストは殆どありません。ただ、難点も幾つかありま

す。まず非常に暑くなる事、前庭に常に良い外観を保つ

ので考慮できますが、裏庭などには向かないでしょう。また

石化製品だけに有害物質を含んでいると心配する向きも

多いようです。 
Houselogic.com には他にも幾つか芝の代替を紹介してい

ますので、ご覧になると良いでしょう 

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。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。 


