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輸出増によって不況脱出をしていますが、
今日の貿易環境では難しくなっています。 
 米国のケースは政府･個人とも負債が大き
いため非常に複雑です。まだ Deflation
Trap に至っておらず景気はまだ悪くありま
せん。しかし逆イールド金利曲線は警鐘で
あり、国際経済の悪化にどう対応できるか
明確な答えが見えません。 

パロスバーデス住宅市場 
８月に減少を始めた市場在庫が 9 月に再
び増加に転じ少々心配しましたが、９月後
半には減少傾向が明確になりました。販売
の方が比較的順調を保ったせいもあります
が、最近の値下がり傾向、供給過剰下で新
規リスティングが少なくなっているのが大き
な理由です。今後年末にかけて在庫は引
き続き減り需給改善が望めますが、年明け
までにどこまで好転するかが課題。ただ昨
年秋の市場が非常に悪かっただけに、年
明けの市場環境は昨年より良くなる思いま
す。金利面でも経済見通しから急激な上昇
局面は考えにくく、住宅販売の下支えとな
るでしょう。金利上昇のリスクとしては財政
赤字が膨張し米国債の発行が増加する半
面、外国の米国債購入が輸出減と相俟っ
て減ってきているため、Primary Dealer の
資金繰りが苦しくなっています。連銀が
Repo を始めた理由でもり、また連銀が米国
債購入を再開したことからも債券利回りが
上昇する可能性が考えられます。 
 住宅価格はエスクロー中間価格が 8 月中
旬から一本調子で下降しています。$1.4M
となったので下げ止まると期待しています。
$1.5M までは未だ好調なものの、その上の
需給関係は非常に悪い状態が続いていま
す。現在＄１M を少し上回る価格帯に熱気
があり、従って地域的にも RPV 北西部が好
調です。 
 家賃が上がりすぎたため、PV のリース市
場は昨年から低迷、低金利もあり購入した
方が得な状況と言えます。雇用・所得改善
さらに値下がりでバイヤーの買い意欲はま
だ強いものがありますが、売れ筋の価格帯
が示すように、これらのバイヤーは資金的
に限界があるようです。 
 タウンハス市場は比較的好調ですが値段
次第。コンド市場は不調です。 
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 最近、マイナス金利、Repo など聞きなれな
い用語が出てきています。マイナス金利は
借金をすると金利が貰えること。尤もマイナ
ス金利でローンを出す銀行はありません。
マイナス金利は 2 つの面があります：中央
銀行による金融政策とプロの債券投資家で
す。銀行はリザーブ(現金)を要求されてい
ますが、貸し渋りを防ぐため中央銀行が銀
行のリザーブに金利をチャージすると実質
的にマイナス金利となります。中央銀行の
Repo は銀行から債券を買い通常翌日に売
り返すことで銀行の現金ショートに対応する
ものです。今回、なぜ米国の銀行が流動性
不足になっているのか原因は幾つかあるも
のの、銀行がリザーブ不足状況ではマイナ
ス金利政策は不可能です。 
 マイナス利回りの債券を満期まで保有する
と損が保証されます。債券トレーダーは金
利ではなく、売買のキャピタルゲインで儲け
ます。彼らの関心は利回りでなく債券価格
が上昇するか(金利が下がる)かです。(先
物･オプションでは値下げりでも儲かる) そ
れでマイナス利回り現象が起こります。  
 マイナス金利(お金の価値上昇)はデフレ
(物価下落)を意味します。例えば$100 で
25 ガロンのガソリンを買うとして、一週間後
に同じ$100 で 27 ガロン買えるとすれば、
お金の価値が一週間で上昇したことになり
ます。低金利下では借入れ金利も低下、預
金金利が殆どないため、消費が助長されま
す。ところが上記の例では今日買わず値下
がりを待つ傾向が出るでしょう。そうなると
Deflation Trap となり、通常の金融政策(利
下げ、マネーサプライ増) では抜けられなく
なります。先進国ではドイツ、フランス、日本
の債券ががマイナス利回りとなっています
が、効果の上がらない金融緩和策を繰り返
しています。ドイツは財政赤字が微々たるも
ので財政投資がデフレ脱出に効果的と思
われますが、法律･文化的に困難。日本は
赤字負債が大きいものの、個人の負債が小
さく純資産が大きく預金率も高いので、金
利上昇で個人消費を助長できる可能性が
ありますがデフレ下で利上げは政治的に不
可能。２％インフレ目標を掲げても政策上
は円安に頼っています。両国とも歴史的に

 

やっと在庫 
減少傾向に 

家の写真の変遷 
生活のインターネット化とディジタルカメラの向
上が家の販売上、写真の重要性を加速しま
した。少し前まで家の写真はエージェントが撮
っていましたが、今はプロの写真家を使う使うの
が当り前になっています。不動産の｢プロ｣写真
家の数も掃いて捨てるほどになりました。 
 Photoshop など写真編集ソフトは写真をより
美しく大きく見せることを可能にしました。 当
初、写真がカラフルに鮮明になったものの、行
き過ぎて絵画のようになり、1-2 年でバイヤー
やセラーから嫌われなくなりました。 
 広角レンズの採用は本来バスルームや小さな
部屋用として使われたのが、部屋や庭も大きく
見えるため全ての写真に使われるようになりま
した。これも行き過ぎてハリポタの映画に出るよ
うな薄べったい家や長く奥まり狭く使いにくそう
な台所を良く見かけます。ディメンションが極端
に歪曲され不自然かつ奇妙に見え、バイヤー
が実際に見る現実から程遠いものとなっていま
す。プロであれば対象によってレンズを取り替え
るのが当たり前と思いますが広角レンズで全て
済ましてしまう不動産写真家が多すぎます。 

近の傾向のもう一つは何でもかんでも白くし
てしまうこと。家を明るく見せる目的でも、コント
ラストがなくなり家のリフォームも白が主題のた
めバイヤーには詳細が霞んで見えません。 
 今年の流行は HDR。家に露出を合わせると
窓が真っ白になり、窓に合わせると家の中が真
っ暗になります。HDR は複数の露出ポイントで
数枚の写真を合成、全て明るく鮮明になりま
す。ソフトの技術も必要なためプロの写真家は
自慢にしています。が、私たちはもっと単純で
簡単な手法を編み出しています。 
 MLS(不動産 Website)に載せる写真はの芸
術的な作品のコンテストではなく、家を売るた
めと言うことを理解している｢プロ｣の写真家は
殆どいません。つまり物件ごとに異なる販売上
のポイントやバイヤーの見たいものに重点を置
いた写真を撮れないのです。一方、エージェン
トの多くは写真撮影･編集の技術がないため、
適切な指示も難しいようです。



  WEB 

 130        
                           

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。 

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 

Staging 
Staging とは販売時に家具や飾りなどで魅力的に見せるお化粧です。新

築や投資家が真新しくリフォームした家が冷たく感じられるので人の温かさ

を与えるため Staging がスタートしました。昨今は殆どの不動産エージェント

が Staging を提案、Staging 業者も急増しました。Staging をするのは空き

家が主ですが、オーナーが住んでいる家でも一部 Staging をする家を見か

けます。Staging は家売却の必要条件のごとくになっています。上手くバラン

スがとれ構築された Staging は家を高級にすてきに見せ、オープンハウスに

来た人からのほめ言葉にオーナーは嬉々とします。 

 Staging をもう少し解析しましょう。なぜ、多くのエージェントが Staging を提

案するのか？ 以前にも説明しましたが、不動産エージェントは差別化が非

常に難しいため、Staging 業者に利点を押されると飛びつく、また他のエー

ジェントがやっていることに遅れを取ることに焦燥感にあおられるからです。セ

ラーの中にはエージェントのインタビュウで「他のエージェントのように Staging

もやるのか」と訊く人も居るでしょう。 

 私たちは例外もあるものの一般的に Staging は好みません。確かに

Staging をするとオープンハウスの訪問者から嬉しくなるようなコメントが来る

でしょう。が、それが家そのものに関するものであれば Staging は関係ありま

せんし、Staging の飾りつけに関するものであれば家のことでないので喜べま

せん。そのような興味本位の訪問者を相手に出来ません。真剣なバイヤー

は家具や飾りに惑わされません。 

 家に完璧に合った家具や飾り(色、形状、サイズ、新旧、タイプなど)を見る

ことは稀で、時にはむしろ Staging をしない方がよいケースもあります。また

Staging 業者は多すぎる数の家具や飾りを入れる傾向があり、家を狭苦し

く見せることがあります。オーナー自身の家具は多少古くても家にマッチして

おり暖かさがあります。良い staging は新築や新改築の家の冷たさを和らげ

るものの、生活の息吹を与えることは出来ません。 

 コストも問題。平均的な 3-4 ベッドの家で$4000-$6000 くらいかかります。

リスティングエージェントは通常$3000 以上の出費しますから容易でないの

で、オーナーが負担するか、折半とするか。しかしエージェントの負担は二次

的問題です。$5000 あれば応接セットや他の家具も変えますし、やり残し

た家のアップグレードがかなりで来ます。Staging の絵画を外した後の沢山

の釘穴を塞いでタッチアップペイントのコストもかかります。 

 真剣なバイヤーは不動産としての基本的な特徴を検分します。｢自分は

家がすてきな家具や綺麗に飾りつけられているのを理由に買うほど甘いか

どうか｣ 答えは明らかでしょう。結論として Staging に数千ドルのお金を費や

すなら他にもっと有効な使い途があります。 

 家を売る際、どのように家をプレゼンするかは極めて重要であり、それぞれ

の家によって最適な戦略を作成する必要があります。 

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いたします。  
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   
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 A: Active   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 10/15/19) 

 


