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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

民主党が下院の多数を得、来年の政治･経済

がどうなるか。インフラ投資では大統領・民主

党とも前向きなど合意できる分野で協力する

という意見。確かに米国の老朽化が顕著なイ

ンフラの改善は必要かつ経済効率を向上しま

す。問題点の改善だけでも 3.6 兆ドル程度か

かると言われ、大幅減税による赤字急拡大、

経済が強い成長（4.2％、3.7％）を続け、失業

率が 3.7%、賃金も前年比 3.1%増など、多額な

財政支出は刺激策となるためインフレの恐れ

が増します。一方、下院によるトランプ政権の

調査などで対立が一層深まり何も政策上何も

出来なくなるという意見もあります。民主党が

下院をコントロールするのは 1 月下旬からで

すが、その前に大幅な人事異動が予測され、

ロシア調査の動向など政治の混乱もありそう

です。景気面からインフレと成長鈍化の両方

の兆候があり、経済舵取りが難しくなり、政治

的混乱は経済的混乱になる恐れがあります。 

現在の強い経済成長は消費（4%増）が支え

ていますが、内容を見ると耐久消費財が主

力、先延ばしにしてきた買い替え需要が就業

者数･賃金改善で一挙に出てきたと見られま

す。また消費増が消費者負債増加を伴ってい

ることもあり、今後消費が増え続けるかは世帯

所得と物価上昇の兼ね合いと金利でしょう。。 

ビジネス投資が冷え込んでいます。大幅な

企業税率カットのあと 8.7%、11.5%延びた投資

が第 3 四半期は 0.8％の伸びに低下しまし

た。住宅投資も伸び率が低下を続けていま

す。貿易赤字は 990 億ドル（四半期）に膨れ

上がりました。輸出が減少、輸入が好景気を

反映して増えているからです。関税は米国の

輸出を減らす一方、輸入には影響していない

ようです。鉄鋼･アルミのコストアップ、景気、

求人難の中、企業は値上げに動いており、こ

の面でもインフレ傾向が出てきています。この

ようにインフレと経済減速の兆候が交錯して

おり、不確実性ががさらに増しています。 

予算を巡り、政治対立が深まって も心配さ

れるのが、政府シャットダウン、さらに米国負

債不履行。とくに後者が現実化すると米国債

が暴落、金利が急騰、株価暴落、住宅市場も

破綻します。2018 年は様々な面で Volatility

の大きい年でしたが、2019 年はさらに大きく

動揺する年となりそうです。 

パロスバーデス住宅市場 
9 月下旬と 10 月初めに一戸建て契約数が 2

週連続で 6 件と言う異常に少ない状態が続

き、2010 年秋以来の悪い供給過剰下で価格

も下落、第 4 四半期は住宅市場が凍てつくの

では、と言う不安に満ち溢れました。ところが

悪の 2 週間の後、今度は 18 件、20 件と契

約数が反発し、高額物件が販売の主流を占

めたため、エスクロー中間価格も上昇しまし

た。秋の住宅市場が 2 週間ほど活発化する

のは例年あること、特筆することではありませ

んが、その前が余りに悪かっただけに少々驚

きました。結局 10 月の契約数は 57 件と普通

の水準、価格も 9 月のスランプ（140 万ドル）

から 10 月は（156 万ドル）に持ち直しました。 
問題は 11 月第一週に契約数がまた 7 件と

言う低い数字に落ち込んだこと。市場在庫が

211 件、エスクロー物件数が 56 件という悪い

需給関係が基本にあり、やはり今年一杯は販

売、値段ともあまり期待出来ません。オープン

ハウスも日曜日には PV 全体で毎週 90 件前

後あるなど、セラーにとっては非常に厳しい状

況です。価格以外の全ての数字が昨年に比

べ悪化しています。11 月の Thanksgiving 前、

12 月初旬にそれぞれ一週間ほど契約数の増

えることがありますが、今年はどうなるか不透

明。販売中のセラーは市場が動いていない時

に値下げしても効果が薄く、市場に良い兆候

が出たときに値下げし短期間のチャンスに売

り逃げるという戦術が適切でしょう。 
比較物件による推定価値は過去の記録に基

づくもの、販売価格は将来のこと。市場動向を

正しく読み、競合物件との比較、またエスクロ

ー入りした物件の価格は合意価格でなくとも、

バイヤーが受入れる価格の目安になります。 
タウンハスとコンド市場も似たり寄ったりの状

態です。市場規模が縮小しています。 

 

セラーには 
厳しい市場に 

掃除の重要性 
雑誌等における家の広告は効果が全く無くな

りました。多くのリアルターのように自分自身の

広告をセラーの家を使って行うより、実際販売

に直結するものにお金を使う方が賢明です。 

 売却のリスティング物件への投資は得てして

広告より大きな金額となります。生活している

と気の付かないことが多くあります。それがバイ

ヤーに悪い印象を与える場合、小さな修理等

は私たちの判断で行ないます。多くのリアルター

は花を活けたりしますが、飾り物は家自体を替

えません。真剣なバイヤーは見るところが違い

ます。見た目と言う点ではやはり清潔、ピカピカ

にみえるとメンテナンスがよいという印象を与え

ます。一方、市場に出てくる物件で掃除をして

いない家が結構あるのに驚かされます。クリー

ニング会社は雑でやり残しが多いことが良くあり

ます。優秀なクリーナーが時間をかけて窓や天

井も含め隅々まで綺麗にし、キッチンやバスル

ームをピカピカにすると驚くほど家が蘇ります。

木の床は水を多く使えないので、何度か丁寧

に拭かないときれいにならず跡が残ります。カー

ペットクリーニングも業者によって結果が大きく

違ってきます。 

  蛇口やシャワーなどに白い石灰分が固まって

いる場合、CLR に一晩漬けるときれいになりま

す。新品に見えるかも知れません。蛇口の交

換は結構高く、同じものが無い場合、一箇所

だけ替えるとおかしくなります。 

 掃除や修繕に関しても現場で取得したノウハ

ウを活用します。Rockyfield は 2 人でチーム

担当し時間を惜しみません。物件ごとに費や

す時間では他のリアルターに絶対負けない自

信があります。2019 年も引き続きご愛顧のほ

どよろしくお願い申し上げます。 
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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   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 11/06/18) 

Rockyfield contact     
BRE License #01328577 
727 Silver Spur Rd. Suite 205 
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 

販売戦略 （ 2 ） 
家の販売上最も重要な要件は何か？「価格」に尽きます。不
動産には変更不可の利点（View や場所）と改善可能なもの
（家の状態やマーケティング（オープンハウス、広告、ステージング
等）がありますが、結局価格次第と言うことになります。誰もが値
段に最も興味があり、その重要性を理解しています。しかしリス
ト価格設定に関してよく聞くのは「幾らお金を使ったから」という
議論。リアルターは比較物件を出しますが、最近はコンピュータ
で類似物件を選び平均価格で幾らが適切と提示するようで
す。価格設定は非常に複雑です。まず、同一な家はありませ
ん。市場価値は類似物件との比較で推定されますが、類似で
あっても同じではありません。さらに市場は毎日変動し、各家の
価値も変動を続けます。またバイヤーのニーズ、好みがそれぞれ
異なるように、バイヤーにとっての家の価値も異なります。自分の
求める特徴のある家にはプレミアムを多少払っても買いたいでし
ょう。例えば View を欲しがる人、平屋で内部が真平らな家が必
要な人、学校区が重要な人、プライバシーを求める人など非常
に様々です。長い特徴のリストのすべてをチラシや MLS の説明
文に載せるよう求めるセラーもいますが、延々とした特徴のリスト
だとバイヤーは読んでくれません。特徴は別な部分に載ります。 
Rockyfield は家をよく観察、またオーナーの説明を聞き、家の

特徴をよく理解します。次に家のある地域、価格帯などから可
能性の高いバイヤーのプロファイル（家族構成、年齢、好みな
ど）を作成。そこで家の持っている特長と突合せ何が販売上の
ポイントとなるか絞り込みます。これは差別ではありません。例え
ば独身の人が 6 寝室の家に興味を持つ可能性は少ないでしょ
う。平屋で内部も平坦な家はシニア層に受けるでしょう。つまり
地域、価格帯でどのようなバイヤーが多いかそのニーズや好みを
理解したうえで、焦点を当てる家の特徴を絞ります。それに基づ
き説明文、写真なども作成編集していきます。 
市場価格は変動し続け一ヶ月前に売れた類似物件の価格

が今日の価格になりません。View も隣の家でまた変わり、View
に値段をつけるのも容易でありません。価格設定は意図的に高
く（市場が上昇局面）、或いは安く（沢山のオファーを受け競争さ
せる）することもあります。しかし「高い」「安い」の基準となる価値
基準は多くの場合、主観的な曖昧なものです。Rockyfield はま
ず基準となる市場価値の算出に独自のプログラムに基づき時間
をかけ信頼できるものを目指し、その結果、今後の市場動向を
見通して戦略的な価格設定に努力しています。 

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、天井のブツブツ除去など家の修繕や

リフォームに必要な人をご紹介できます。  
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   


