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米国経済と住宅市場 

米国景気の先行指数として、信頼性のある

のが自動車販売です。車社会のうえ裾野の広

い産業であるほか、家を除くと消費者の購買

価格として最も高価な商品と言えます。また必

需品である一方、消耗品で無く、個人趣向の

高いものでもありことが理由と思われます。 
4-6 月の GDP が 3.1%増に上方修正された

後も、国際情勢、政局など景気先行き不安が

強い中、9 月の自動車販売が強い伸びを見

せました。雇用、賃金上昇など経済指数はい

ずれも景気加速を示しています。9 月の自動

車販売増は前年同月比 6.1%増、特に大手の

伸びが目立ち GM が 11.8% 、 Ford は

14.9％、Toyota が 8.9%増となっています。 
連銀も経済が順調に伸びているという確信

を持っているようで、慎重ながらリーマンショッ

ク以来買い捲った債券資産の削減に動きま

す。当コラムでは利上げより、連銀保有債券

の削減を優先すべきとの意見を昨年来維持し

ています。その理由はインフレの温床となって

いる過剰なマネーサプライを減らさないと、ほ

ぼ完全雇用状態、賃金回復が明確になって

おり、また欧州経済に明るさが見えてきている

ことなど、資源価格に上昇圧力がかかり、賃

金上昇をあいまって、インフレ圧力が増すから

です。保有債権を市場で売却すると、中・長

期金利が上昇、フラットに近い現在の不健全

な利回り曲線をもっと右上がりにできます。そ

れによって、連銀の Overnight 利上げやり易く

なり、対インフレ効果も改善します。90 年代の

インフレ無き成長を再現するには連銀のイン

フレ対策能力の再構築が必要です。 
財政支出による景気対策が大不況時は例

外としてインフレに繋がるのは歴史的に確か。

サプライサイド理論では、減税とくに富裕層と

企業の減税は投資に繋がるのでインフレ無き

成長に効果あるとしますが、政治化された経

済政策では減税(方法)が目的化しています。

金融市場の近代化で実際経済と金融市場が

乖離、企業や富裕層の余剰資金は金融市場

に留まり、実体経済への投資に回りにくくなっ

ています。つまり減税はもはやサプライサイド

理論の最も有効なツールではありません。経

済成長が加速する中で減税はインフレに直

結します。減税よりも経済効率化のため超複

雑化している税制簡素化に集中してもらいた

いものです。 

パロスバーデス住宅市場 
8 月下旬から新規リスティング数が落ち着き

市場在庫の整理が継続、需給関係は昨年同

期に比べ良好、販売数も漸減気味でもまだ順

調と言えます。9 月など季節的な落ち込み時

期には通常安い物件数の販売が減少し、高

値物件はそれほど大きな影響を受けないのが

普通ですが、今年はこのパターンが全く逆転

しています。低価格物件が依然としてよく売れ

ている一方、200 万ドル以上の高額物件の異

常な落ち込みが目立ちます。（但し超高額物

件は順調） そのため、市場価格の指標となる

エスクロー中間価格がジリジリと下降を続け、

昨年同時期を下回りました。5 月のピークから

7%以上下落しています。 
前述のようにエスクローの構成が低価格物

件の増加で統計上の中間価格が下がってい

るもので、個々の物件価格が低下したと短絡

できませんが、市場全体では安い方に需要が

偏りいずれは中・高価格帯物件の値段にも影

響します。100 万ドルを少し上回る家なら今売

出し可能ですが、150 万ドル以上の家の場

合、待てるなら待った方が賢明といえます。 
9 月は毎年スランプとなり、10 月以降持ち直

しますが、何時ごろからとなると、毎年大きく異

なるので予測が困難です。また 1-2 週間良く

なり、その後停滞し、再度良くなるのが秋の住

宅 市 場 の パ タ ー ン で す 。 11 月 の

Thanksgiving を境に市場は年明けまで静か

になります。（売買数が減少） 
タウンハウス市場は毎年 10 月が好調月。今

年は昨年来継続的に需給タイト状況が続いて

おり、最近さらに極端になっています。一軒家

価格が天井であるものの、価格面も好調で

す。コンド市場は順調ですが、最近 PV のコン

ド建築が多く、将来的な影響が心配です。 

 

ジリジリ値下り 
続き 

1 年前下回る
長期旅行の家管理

日本に数週間帰国する、或いはクルー

ズなど外国旅行で家を長期間空けること

は良くあることで、とくに 11 月以降は泥棒

が心配です。2-3 年前に泥棒の件数が

急増しましたが、市や警察の対策が実り

昨年は余り耳にしませんでした。それでも

これからの時期気をつける必要がありま

す。皆さん色々対策を講じているようです

が、幾つかここに挙げてみましょう。 

車をドライブウェーにおいておく(一軒家の

場合)。 

タイマーで電気が夕方から点くようにして

おく。（毎日オンオフの時間がランダムに変

わるタイマーもあります。また電灯だけでな

く、特に昼間、ラジオをつけて外に聞こえる

ようにするのも良いでしょう） 

郵便を近所の人に頼んで、毎日とっても

らう。郵便受けが一杯になるのは非常に

危険です。郵便を止めるだけだと不完全

です。またチラシなどドアに挟むケースもあ

り、これらも取ってもらうようお願いしてはど

うでしょう。近所の人はお互い様ですから、

通常協力的なはずです。。 

ゴミ箱は空でも誰かに頼んで毎週出し入

れしてもらうと、いかにも在宅のようで有効

です。 

友人にたまに家の中を見に来てもらい、

Dishwasher を運転、トイレを流し、家の

空気を入れ替えるなどして貰うと理想的

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 
 
 
 

Please Contact Rockyfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A: Active   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 10/05/17) 

 

Rockyfield contact     
BRE License #01328577 
27520 Hawthorne Blvd. Suite 144 
Rolling Hills Estates, CA 90274 
 
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 

新しいフロアリング材 
近、木のように見える新しい材質の床を見かけます。木

のフロアリングは湿気のあるところには不適切ですが、

Vinyl Plank(ビニール系の板)は 問題ありません。また

様々な色やパターンがあり人気が出ています。勿論、高

級なものもありますが、一般に値段的に安いのも人気の

理由でしょう。接着剤で固定するので、ラミネートに比べ

人経費が掛かるようです。また裸足だと木の優しい感触

がありません。Vinyl 系ではタイルの高級品も人気がありま

す。VCT（Vinyl Composition Tile）は耐久性が高いため

商業ビルなどに使われていまが住宅用が出てきています。

耐水性に優れているVinyl系床材は割れ易く冷たい普通

のタイルの代替として、台所、お風呂場などに適していま

す。が 近はリビングなどの部屋でも見ます。 

 リノリウムは古い床材ですが、 近の技術革新により人

気を取り戻しています。耐久性に優れメンテナンスをすれ

ば 40 年持つともいわれ、商業向けに多く使われていま

す。住宅用に人気を取り戻したの理由の一つはリノリウム

が再生可能な自然材料からできていること。また弾力も

あり有害ガスも出ません。色やバターンも沢山ありデザイン

が自由にできます。ただしリノリウムは木と同じで湿気に弱

いため、台所やお風呂場には不適切です。 

 家の価値や感触などハードウッドは依然人気があります

が、ハードウッドと言いながら取り付けが簡単なので

Engineered Hardwood を使う業者がいるので要注意。こ

れは合板の上に薄いハードウッドを貼り付けたもので、数

回しか削って再生できません。 

 何を選ぶにしても、安物は避けることです。 

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。 
 
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   




