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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

保守・リベラルが唯一合意しているのは米国

の経済が満足のいくものでないということでし

ょう。２０１６年の成長予測は 2.5%前後が大多

数。消費と設備投資が伸びないのが大きな原

因です。雇用が大幅改善しても世帯所得は

停滞し、企業の高利益は販売増によるところ

が小さい状況です。消費が伸びず販売が伸

びなければ長期的な設備投資はできません。 

  連銀の 0.25%利上げは予測どおり大きな影

響はありませんでしたが、経済低成長化で利

上げを続けるのは難しく、第一四半期に次の

利上げがあるか疑問です。しかし現状で不況

が来た場合、連銀は打つべく手がありませ

ん。状況を見ながら利上げの意図は変わりま

せん。現況下での利上げは消費(需要)よりも

ドル高による供給サイドへの影響の方が大き

いと思います。国際経済の不安も米国経済の

低成長の原因となっています。 

  中国はいま成長過程の苦難時といえます。

汚染、地域格差、脆弱な金融システムなど経

済・社会的問題を抱えていますが、これらは

他の先進国が通ってきた道。しかし中国は共

産主義の政治形態という点で大きく異なり、次

の成長過程（円熟期）へ進む事ができるのか

不透明です。欧州は再び金融危機に直面す

るという予測に変わりありません。通貨の前に

統一すべきことが沢山あります。とくに不況・イ

ンフレ下では各国間の経済軋轢が蓄積し、金

融危機に繋がります。英国が EU を離脱する

かどうかも不安要因。欧州経済が自力回復で

きるかは疑問です。 

  米国経済が力強く成長すると国際経済にと

って大きなテコ入れとなります。国際経済不安

は米国経済にとってマイナスでも、米国は自

力で高成長する力があります。経済政策はそ

の時の環境(不況・インフレ・健全成長期)によ

って大きく異なるべきで、どちらの政策が正し

いという議論は的外れです。インフレや健全

成長維持にはサプライサイドや金融政策が有

効で、大不況時は財政が必要でしょう。不況

時における減税効果は歴史的に期待できま

せん。現在は財政によるインフラ整備などの

政策による消費鼓舞が望まれます。ただ、政

治目的にお金をばら撒くことは経済的に好ま

しくありません。 

パロスバーデス住宅市場 
2015 年の一戸建て販売は 709 件と 2014 年

から 10%強増え、2004 年には及ばなかったも

のの、2005 年を 4.7%上回りました。平均価格

（4.1％）、中間価格（5.1%）とも 2014 年から上

昇。2006 年、2007 年上回り、住宅不況を完全

に脱却し、次の成長期入りしたといえます。 
市場在庫、エスクロー物件数は 2015 年初よ

り僅かに劣るものの、ほぼ同水準でのスタート

となりました。エスクロー価格の動向は例年、

年末年初は市場規模縮小で現実から離脱し

た動きを見せますが、今年は 11 月中旬以来

$1,450,000 前後で安定推移しています。 
年初の市場は 12 月に多数のリスティングが

一時的に市場から引き上げており、一月初め

からこれら物件が戻ってきます。さらに潜在的

なセラーの数も多く年明けを待っていた新規

リスティングも出てきます。一方、バイヤーは

年明けに動き出しても物件の特定と成約まで

には時間がかかるため、一時的に需給関係

が崩れ市場在庫の増大が予測されます。価

格面でも一月の上昇は可能性が薄いでしょ

う。むしろ一時的に値下がりの可能性もありま

す。値上がりは買いが売りを上回り市場在庫

が減り始めてからでしょう。バイヤーへの影響

の大きい住宅金利は連銀の利上げ後、上昇

したものの、景気先行き不安で 10 年米国債

利回りが低下しており、金利面で住宅市場は

非常に好環境にあります。 
昨年のバイヤー動向として、リフォームされ

何もしなくてもよい家の人気が非常に高かっ

たことが挙げられます。とくに PV での中価格

帯は外国系のバイヤーが多く、自分で修繕、

リフォームしたくないケースが多いように感じら

れます。ただブームが再来し、セラー市場に

転換すると、この傾向は一転する可能性があ

ります。また、今年は昨年のように中国からの

バイヤーが減少すると予測しています。 

 

2016年への抱負 
Rockyfield は今年 5 月には開業 15 年

目に入ります。当ニュースレター、Notary, 

修繕業者等のご紹介などを地道に続

け、この数年多くの方々に信頼を頂ける

ようになって来ました。不動産に関しての

勉強を怠らず、新しい法律や書類関係

の知識と理解を深める努力を続け、自信

を持ってお客様の目標達成のサポートを

することが私共の責務と考えています。。 

 Rockyfield はエージェントを多く雇いビジ

ネス拡大することを避けてきました。現在

エージェント 3 名で今後も増やす意図は

ありません。その理由は、私自身の会社

経営経験から、多くのエージェントを抱え

企業化すれば利益を第一目標にせざる

を得ないからです。経営哲学・利益・顧

客の関係をうまく両立させることが理想的

ですが、企業形態では利益は絶対必要

条件、相反する事も多くあります。個人

事業形態では自分の信じるやり方でビジ

ネスを完遂し、お客様が満足すれば利益

は自然と従い、それが将来のビジネスを呼

び込むという理念の実行が可能です。 

 企業社会を離れ個人事業を営む以

上、仕事は楽しくやりがいのあるものでな

いと意味がありません。お客様に対して他

の不動産業者のやらないことを積極的に

するのも仕事が楽しいからできる事です。 

  取引量でなく、サービスの質でお客様か

らお褒めを頂き、他のエージェントから尊

敬を受けるられるよう、今年もカタリーナと

もども一段の努力をして参ります。(岩田) 
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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 01/06/16) 

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 

スマートガラス 
近はガラスもハイテックになってきています。使用目的も

まだこれから拡大しそう。コストもかかるので、PV のような

海 岸 線 の 高 級 住 宅 地 な ど で 人 気 が 出 そ う で す 。

（Source: WSJ と業者の Website で見つけました。） 

プライバシーガラス： 

液晶フィルムを入れた 2 重ガラスは通常不透明。電気を

入れると透明になるガラスです。窓のほか室内の仕切り、

モーションセンサーをつけてバスルームの窓やドアなど用途

はかなりあります。コストは$200/sf 弱。電気代は少ない

ようでうす。ただサイズに限界があるのと、完全透明にはな

らないなどの難点もあります。“Privacy Glass”で Web サ

ーチすると数社出てきます。 

テレビ・鏡： 

テレビを消すと鏡になる MirrorVue TV も場所次第で面

白いでしょう。寝室の鏡がテレビになる、また厚さも 1.3 イン

チ、防水性なのでバスルームの鏡をテレビにというのも人

気があるようです。値段は$1000 からカスタムメードで上限

はありません。 

遮熱・遮音ガラス： 

3 重ガラスで特別なコーティングを施しており、熱や音をシ

ャットアウトします。また紫外線も通さないので安心です。

Water Front の家で海の眺望を楽しむためには 適でし

ょう。値段は$22/sf くらい。 

スマートアップグレード： 

プライバシーガラスに入れ替えなくても、伝導性フィルムを

貼り付けるオプションもあります。コストは$85/sf。   

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(統計グラフも含む)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。 


