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ウスとも短期間での手続完了をする必要があ

ります。米国債発行による低コストの資金手当

てが難しいくなる可能性もあり、個人・企業の

累 進 課税 率の 高 所 得部分 の 引 上げ は、

Pandemic で利益、所得が低下した企業・個人

は収入が増えるまでは増税とならないので考

慮すべきでしょう。 

パロスバーデス住宅市場 
5 月下旬に息切れかと思われた一戸建て販

売は 6 月入りから持ち直し好調に推移してい

ます。これを受けてリスティングも新規および

HOLD から戻すセラーが多いものの、販売好

調で市場在庫は横滑り状態です。200 万ドル

以上の物件も売れ始めたことでエスクロー中

間価格が上昇していますが、6 月は最終価格

がリスト価格を大幅に下回るケースが目につ

きます。エスクロー価格はリスト価格なので実

際の価格は上昇していないかもしれません

が、値下がりしているとも思えません。 

コロナの影響でローンが難しくなっているた

め、その影響が心配されますが、今のところ

PV 市場ではエスクロー破綻のケースは増え

ていません。あってもコンドやタウンハウスなど

もっと値段の安いところです。このところ LA

County でも感染数が急増しており、住宅市場

への影響はレイオフや自営業不振によるロー

ン取得の困難化が大きいため、PV 市場の好

調ははまだ継続できそう。 

機敏なセラーは最初からリスト価格を安く設

定、数日で売れぬくケースが多くみられる半

面、売れ残る物件はリスト価格を 5 万ドル以

上の大幅にカットするケースも多く、高額物件

で 10-20 万ドル値下げもよく見られます。 

Pandemic のため例年の季節的要因は全く

通用しなくなっており、逆に夏場、9 月スラン

プなどを気にする必要はありませんが、先行

きがどうなるか暗闇の中をライト無しでドライブ

しているようなもの。 

タウンハウスは多少売れていますが、リス

ティング数も多くエスクロー破綻もあり好まし

い市場ではありません。コンドは一部高額

物件を除くと不振が続いています。 
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米国経済と住宅市場 

経済が大不況などで余剰資源（人的、原材

料）が潤沢な時、財政支出はインフレの原因

となりません。今回の Pandemic が終了後は

巨大な財政赤字と負債が残り、景気回復に従

い金利上昇とインフレの可能性が高まります。

インフレのなき景気急回復を目指すにはどう

すれば良いのか。生産性向上による安定経

済成長を目標としたサプライサイド理論にそ

の答えがありそうです。生産性向上は同量の

資源投入でもっと多くの成果を挙げるので価

格上昇となりません。生産性向上の投資を助

長する政策は幾つかありますが、高インフレ

後、80 年代に 70％もあった限界税率を大幅

減税することで投資を鼓舞する政策が実行さ

れました。現在に至るまで減税＝投資増＝イ

ンフレなき成長の構図が続いていますが、低

税率では減税効果はあまり期待できません。 

 インフラ投資も生産性を向上させます。運

輸、通信、インターネット、電力などユティリテ

ィなどいずれも経済・社会効率に重要。しかし

私企業は公共事業投資はしません。すでに

巨大化した財政赤字・負債はインフレの土壌

を形成しています。個人や企業向け補助金と

異なり、インフラは社会、ビジネス、個人と広

範に生産性と効率性改善、経済全体のコスト

を低減します。経済成長は税収を増やし赤字

削減に繋がります。歴史的に財政赤字削減

は支出減では難しく 90 年代後半のように税

収増によって可能です。 

 短期的には米国経済の 2/3 を占める消費を

増やす必要がありますが、助成金は一過性で

インフレのリスクがあります。消費を増やすに

は雇用増が不可欠。全国的なインフラ投資は

多くの人を一定期間雇用します。消費者は将

来の雇用・収入に確信を持つとお金を借りて

でも使い始めます。 

 一番の障害はお役所的な手続き。議会を通

過するのに 6 か月以上、州政府や自治体も

絡み、支出割り付け、業者選択・発注など事

業開始・雇用実現まで通常一年以上かかりそ

う。Pandemic の特殊状況下、議会、ホワイトハ

 

住宅販売上のコロナ対策 
Rockyfield は 3 月末にオフィスを実質的に閉

めました。COVID-19 の影響で 4 月以降バイ

ヤーがいなくなると誤った予測をしたからです。

逆にリースは増えると読んだとおり、テナントが

Pandemic の関係で出ていくケースが 4-5 件

出てリースで忙しい状態が今も続いています。

PV の住宅販売は波はあっても最初の 4 月前

半の急落から回復を続け 5 月に一時息切れ

状態がのあとは高額物件まで売れ始めまし

た。最近は仕事量もフルタイムに戻りました。 

Rockyfield も独自の安全ルールを作成し住

宅販売リスティングの準備が整えました。第一

にオーナーの安全の観点からも販売期間中は

日本に行くなり空き家状態にするのが望まし

い。空き家状態でも見せるのはアポオンリーが

不動産協会ルールとなっています。アポの時間

前に家を開けて見せるための準備（電気を点

けたり、窓を開けたり）をし、エージェントが見せ

ている間は外で待ちます。（一度にエージェント

＋バイヤー2 人までの協会ルール） 勿論、事

前にマスク着用、何も触らないなど合意書に

サインさせます。またローンの査定が厳しくなっ

ているため、バイヤーの Loan Pre-approval の

提出を見せるよう依頼します。 

多くの物件の最終クローズ価格がリスト価格を

大幅に下回る実態を見ています。Pandemic

の現況を良いことにバイヤーは多くの修理やク

レジットを要求する傾向にあります。絶対であ

りませんが、契約時の条件として No Repairs 

or Credit を明記することが重要です。 

好調続く 
一戸建て住宅
高額物件堅調



  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 

家庭料理の紹介 
コロナロックダウンの最中、多くの人が自宅で料理をしてい

ます。夫婦とも料理が好きで日ごろから新しいレシピーを発

案し試しています。その中の幾つかをご紹介しましょう。ブロ

ッコリーは通常花部分を食べますが、茎の部分も色々使え

ます。カレーやスープ、野菜炒めでもおいしいですが、一番

驚く触感と味に変わるのはスライスした太い茎の天ぷらで

す。柔らかくスムーズで下味なしでもブロッコリーらしくないフ

レーバーがよく美味しくなります。 

ベーコンを巻いたロールキャベツは心温まる料理ですが、タ

ーキーのひき肉（低脂肪はよくない）はクリーミーな風味でキ

ャベツとトマトベースのソースと完ぺきにマッチします。辛くな

い麻婆豆腐を鶏のひき肉で作る人もいますが、ターキーは

鶏肉よりずっとさっぱりした味となります。ターキーのミートボ

ールやハンバーグステーキも美味しいです。ハンバーグのソ

ースは小さい鍋にケチャップとソースを半々入れ缶詰のスラ

イスしたマッシュルームを足すと簡単にできます。あと辛味や

ハーブを足してもよいでしょう。 

 レモンの木は多くの家の庭で見かけます。レモンの楽しみ

方は沢山ありますが、夏場はレモン汁、水、砂糖だけでシ

ャーベットを作ります。食べる前にシャーベットを潰してから

Kefir（乳酸菌飲料）を混ぜると、クリーミーでちょっと酸味の

絶妙な舌触りと味のデザートになります。 

 アロエジュースは胃酸過多などで弱った胃腸に良いといわ

れますが、そのままでは 吐きたくなるようにまずいのが難点。

甘いアロエドリンクは砂糖が多く却って胸やけを起こします。

いろいろ試しましたが、減塩の野菜ジュースが美味しいとは

言えなくても我慢して飲めます。寝る前に飲んで寝ると良い

ようです。 

Notary Public (公証) 無料サービス 

リース物件 
Torrance High エリアにある 2 件の 3 寝室一軒家のリーステナ

ントを募集しています。家賃は$2930 と$3400 です。詳しくはお

問い合わせください。 
 
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。 
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 A: Active   U: Contracted   P: Pending   S: Sold 
 (*) Condo/Townhome 

Prices in '000s. Source: MLS (as of 07/06/20) 


