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Rockyfield Newsletter
米国経済と住宅市場 

中国に対する追加関税のあと米国経済の
先行きに心配な材料が出てきました。株式
市場は 25%の追加関税で 5 月中旬に暴
落、今度はメキシコからの輸入に 5%関税、
徐々に 25%まで引き上げが発表されまし
た。議会が反対しておりどうなるか不明で
も、株式市場の暴落は数兆ドルの消失とな
りました。乱高下する市場で一般投資家は
概して損をする一方、情報を早く入手即座
に動くプロは大儲けが可能です。中国との
貿易戦争は単に経済問題ではありません。
世界の覇権を巡る争いでもあり、簡単に収
束できるか疑問があります。中国は米国か
らの輸入を他国にシフト（例えば大豆はブ
ラジルから）しており、仮に合意出来ても米
国輸出が元に戻るか不明です。 
 2018 年の減税は意図した投資が増えず
一時的な興奮剤に留まり多くのエコノミスト
が経済刺激効果は徐々に希薄になると見
ています。企業は先行きの売り上げ増が見
込めなければ、ただお金が余っているから
といって投資はしません。この 10 年間米国
の所得格差が急拡大しています。米国家
庭全体の下半分が所有する資産は僅か 1%
しかありません。倫理的是非論は別にして
所得格差はマクロ経済問題です。歴史的
に国際的に見て中産階級が強く大きな国
の経済は繁栄します。今回の減税は所得
格差を悪化させました。 
 連銀は利下げすべきか議論されていま
す。が、現在の FF レートは数回の利上げ
後もまだ非常に低水準にあります。利下げ
は GDP を多少押し上げるかもしれません
が、現状では消費を鼓舞することは期待で
きません。米国は日本や欧州のようなデフ
レ悪循環に嵌ってはいけません。抜け出せ
なくなります。住宅市場は一段と低下してい
る超低金利でも勢いを失い市場在庫が増
え続けています。 
 消費はミドルクラスの購買力によります。不
動産価格の上昇は世帯所得の伸びが遅れ
ている彼らの購買力を削いでいるかもしれ

ません。仮に 100 万ドルの家を 80%ローン
で購入した場合、４％の金利でプロパティタ
ックスなども含むと毎月の支払額は$5,000
を超します。教育や医療費などを考慮する
と大変です。 

パロスバーデス住宅市場 
今日現在で PV の一戸建在庫（売り出し

中物件）が 255 件に達しました。これは
2011 年夏以来の数字、住宅市場回復、上
昇が滞ったようです。販売（契約べーす）は
低金利もあって順調ですが週 20 件に達せ
ずブーム状態からは遠いため、新規リステ
ィングに追いつけず市場在庫がどんどん増
えているのが現状です。とくに新規リスティ
ングが高額物件に集中しているため、地域
的にも Valmonte 以外の PV エステートの
需給関係が非常に悪化しています。 
最近数週間の売れ筋は 150 万ドル以下

で需給バランスも取れています。地域的に
RPV 西北が順調。ただ PV Dr East は悪い
状況です。比較的良好な地域でも市場実
態を把握していない、とくに PV 地域外の
エージェントによるリスティングで未だに 4
月の価格水準、場合によってはもっと上昇
していると誤解しているのか、高すぎる値付
けをした物件が売れ残っています。 
こうした供給過多を反映して市場価格も落

ちています。が、4 月のスパイクは高額物件
の好調と低額物件の不調が重なったもの
で、調整が入ったと見るべきでしょう。現在
のエスクロー中間価格より少し上の水準が
実情と見ています。5 月の契約数は 76 件、
過去 3 年を下回中間価格は 4 月から 13％
も下落しています。 
もう 6 月。販売シーズンも終わりに近づい

ています。今日の過剰状態でも今売り出す
セラーは実態を反映した値付けをすれば、
高過ぎる物件が多いだけに早く売れます。
実際、幾つもそのような例を見ています。 
この数年安定して好調だったタウンハス市

場が値段が上がりしすぎたせいか、急にス
ローダウンしています。コンドも売れ行きが
落ちています。ただ PV 外では 40 万ドル前
後の物件にまだ多くのバイヤーが集まりま
す。タウンハスも一戸建同様、リスト価格設
定を慎重にすべきでしょう。 

 

供給過剰が 
深刻、値下がり

Rate Lock 
家の購入ローンを申し込むと Lender は金

利を Lock します（Rate Lock）。ローンオフィサ
ーはいかにも Rate Lock はしなければいけな
いような印象を与えますが、借り手の自由
意志です。また少し待って金利を固定して
も良いわけです。Rate Lock は通常、Fee とし
て載ってきませんがしっかりどこかで取られて
います。また Lock 期間が長くなるほどその
Fee は高くなります。 
困るのは最初に 30 日で Lock、クロージン

グが何らかの理由で延びる場合、Lock 期間
の延長が出来ますが、高い Fee を取られま
す。数日なら Lock 期間の延長が 15 日単
位のためすごく高い手数料となります。15 日
延長でローン金額の 0.375％が多いようです
が、ジャンボローンで特別な顧客の場合
0.125%のケースもありました。 
高い手数料を避けるには、とくに金利が上

がっていなければ延長しなければ良いのでは
ないかと思いますが、Lender は延長しないと
別な Fee をチャージするようです。 
金利 Lock をするのを少し待つことも考えら

れます。例えば 30 日エスクローの場合、数
日待ってから Rate Lock すれば 5 日クロージ
ングが遅れても大丈夫です。ただその期間
に金利上昇のリスクがあります。Rate Lock は
そもそも借り手の保護から始まったのに、今
は Lender の追加収入源化しています。Rate 
Lock は金融先物を買うのと同じと言えます。
ポイントはクロージングコスト（Cash 支払）が

増えるので嫌がる人もいますが、、ポイントを
払うと金利が低くなります。しかしポイントを
多くし過ぎても金利低下の効果が薄くなる
ので 1 ポイントくらいが最も有利。とくにローン
を 6 年以上そのまま持つならポイントを払う
方が得になります。
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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。 

SELECTED LISTING SAMPLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Please contact 
 

Rockyfield 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Prices in '000s. Source: MLS (as of 06/06/19) 

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 

関税でリフォームコスト上昇 
トランプ政権の中国に対する追加関税で住宅リフォームコス

トの上昇が 6 月に米国へ到着する分から始まります。既存

の関税で住宅のコストはすでに$1Billion 上昇していますが、

今回の追加関税で$2.5Billion アップとなります。 殆どのリフォ

ーム資材の輸入コストが増えますが、実際どの程度小売段

階で上昇するかはまだ明確でありません。業界の見積りでは

25%の追加関税で消費者のコストは 7-8%上昇するとしてい

ますが、ただ輸入業者がどこまで卸値を引き上げるか、米中

の合意がなって関税が撤廃される期待から少しマージンを削

って吸収するのかどうか不明。建設業者は昨年から作業員

不足が深刻で Labor コストが上昇しており、コストアップを吸

収する余裕がなくなっています。 

 住宅建設やリフォーム資材の殆どは中国からの輸入です。

床、タイル、壁、屋根、カウンタートップ、パイプ、照明器具な

ど広範囲に亘ります。鉄鋼、ステンレス、アルミの関税も考え

ると、Appliances なども影響を受けています。 

 近年リフォームされた家が高く早く売れる傾向から家をきれ

いにして売るセラーが増えていますが、コスト上昇で元が取れ

るのか、さらに工事中の不便やストレス、細かい間接的な実

費も重なるので、今後は十分検討が必要です。値段が高く

てもリフォームした家の人気が今後どうなるか。昨年 6 月まで

の外国人による買い漁りはなくなっています。しかし若年層は

共働き多忙で家のリフォームをしている余裕が時間的にも金

銭的にもないため、何もしなくて住める家を好むでしょう。 

 中国はレアアースの禁輸をちらつかせており、本格的な貿易

戦争に発展する懸念もあります。すでに数兆ドルが株下落

で消失しており、この面からもバイヤーの資金力が落ちる可

能性があります。リフォームのコストを売値に上乗せが難しく

なるかも知れません。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

北 Redondo のエグゼクティブホームリース 
閑静な住宅地かつ通勤、ショッピング、ビーチ、LAX など非常

に便利な北レドンドビーチに４ ベッド、3 バスルームの一軒家ス

タイルのタウンハウス（２戸だけ）をリースします。家賃は月

$5300。2006 年に建築されたモダンな家です。 

 

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、またカウンタートップを選ぶのに良いとこ

ろもなどご紹介できます。  
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。 


