
 不動産の売却・購入・買い替え・投資なら DEAI TEAM へお気軽にご相談下さい。　© 2016 DEAI TEAM All Rights Reserved 不動産の売却・購入・買い替え・投資なら DEAI TEAM へお気軽にご相談下さい。　© 2016 DEAI TEAM All Rights Reserved

■ DEAI REAL ESTATE CONSULTING, INC.     　 2601 Pacific Coast Hwy., #101 Hermosa Beach, CA 90254 U.S.A.    ● Tel 310-937-3200 ( Ext. 592 / 594 )    ● www.deaiteam.com     ● E-mail : info@deaiteam.com ■ DEAI REAL ESTATE CONSULTING, INC.     　 2601 Pacific Coast Hwy., #101 Hermosa Beach, CA 90254 U.S.A.    ● Tel 310-937-3200 ( Ext. 592 / 594 )    ● www.deaiteam.com     ● E-mail : info@deaiteam.com

Palos Verdes  Torrance  Redondo Beach  Hermosa Beach  Manhattan Beach  Marina del Rey  West LA  Culver City  Santa Monica  Brentwood  Beverly Hills Palos Verdes  Torrance  Redondo Beach  Hermosa Beach  Manhattan Beach  Marina del Rey  West LA  Culver City  Santa Monica  Brentwood  Beverly Hills

発行元 : DEAI REAL ESTATE CONSULTING, INC.   発行人 : JAY K. DEAI （ 出相 一英 ）　編集/ 制作 :  JACK TEAM MARKETING, INC.

Palos Verdes  Torrance  Redondo Beach  Hermosa Beach  Manhattan Beach  Marina del Rey  West LA  Culver City  Santa Monica  Brentwood  Beverly Hills

おかげさまで
20周年

毎月、不動産売買に関する
最新ニュースをお届けして
おります。住宅瓦版月

刊 2016 年  2 月号

2601 Pacific Coast Hwy., #101 Hermosa Beach, CA 90254 U.S.A.   　　Tel 310-937-3200 ( Ext. 592 / 594 ) 　      www.deaiteam.com

カリフォルニア州で第 1 位の不動産売買実績を誇る、 RE/MAX ESTATE 

PROPERTIES の DEAI TEAM （日系トップエージェント） Jay Deai が  20 年の 豊

富な取引実績と知識や経験を基に、 あなたに最適なアドバイスをいたします。

あなたにとって大事な不動産だからこそ、 しっかりと時間をかけて、 最適な

売却プランと物件売却価格を査定してご提案いたします。 RE/MAX ESTATE 

PROPERTIES のネットワークを安心して使えます。 ロサンゼルス内に 16 箇所あ

るオフィスには、 不動産売買に関する弁護士も常駐しております。

購入だけでなく、 売却から買い替え、 そして投資まで、 準備を最も効果的に進

める第一歩は DEAI TEAM がお届けしている無料コンサルテーションです。

是非、 下記からお気軽にお申し込みください。

Redondo Beach の 築
浅デザイナーズタウン
ハウス。 前庭、 ランド
リールーム、 ２台収容
ガレージ付。

3bed/2.5bath, 1,850sf, built 
2005, listed $839,999

Torrance の リ モ デ ル
済二階建て。 角地、
広い裏庭、 ３台収容
ガレージ。

5bed/2.5bath, 2,490sf, lot 
7,119sf, built 1966, listed 
$924,900

Santa Monica の新築
二階建て。 オフィスに
もなるファミリールー
ム付。

5bed/4.5bath, 3,411sf, lot 
6,763sf, built 2016, listed 
$2,995,000

Jay K. Deai ( 出相一英 )
Lic #:0120874

東京都出身。 立教大学卒業。 日本の宅地建物取引主

任者資格所持。 住宅ローンのバックグラウンド有。

人生で最も高額な資産である住宅売買のお手伝いを真

剣にすることが、 社会貢献であると信じ、 精進を続けて

います！

310-972-1603 Jay 直通 

310-937-3200　Ext. 592/594

info@deaiteam.com 
www.deaiteam.com

無料コンサルテーションのご相談は

最新の不動産市況

  RE/MAX ESTATE PROPERTIES OFFICES

SOUTH BAY
23740 Hawthorne Blvd., 
2nd Floor
Torrance, CA 90505

SILVER SPUR
450 Silver Spur Road
Rancho Palos Verdes, 
CA 90275

MALAGA COVE
63 Malaga Cove Plaza
Palos Verdes Estates, 
CA 90274

MIRALESTE
5 Miraleste Plaza
Rancho Palos Verdes, 
CA 90275  

SAN PEDRO
1416 W. 25th St.
San Pedro, 
CA 90732

REDONDO BEACH
1720 S. Elena
Redondo Beach, 
CA 90277

HERMOSA BEACH
2601 Pacific Coast Hwy., 
#101
Hermosa Beach, CA 90254

MANHATTAN BEACH
1040 Manhattan Beach 
Blvd.
Manhattan Beach, 
CA 90266
1401 Highland Avenue
Manhattan Beach,
CA 90266

EL SEGUNDO
402 Main Street
El Segundo, 
CA 90245

MARINA DEL REY /
VENICE
124 & 155 Washington
Blvd.
Marina Del Rey, CA 90292

WEST LOS ANGELES
10931 W. Pico Blvd.
West Los Angeles,
CA 90064

BEVERLY HILLS
9454 Wilshire Blvd., Suite 
600
Beverly Hills, CA 90212

SANTA MONICA
620 Santa Monica Blvd., 
Sutie B
Santa Monica, CA 90401

ABBOT KINNEY
1413 Abbot Kinney Blvd.
Venice CA 90291
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December-15 Median Sold Price of Existing Single-Family Homes Sales
State/Region/County Dec-15 Nov-15  Dec-14  MTM% Chg YTY% Chg MTM% Chg YTY% Chg

CA SFH (SAAR) $489,310 $477,060 r $453,270 r 2.6% 8.0% 9.6% 10.7%

CA Condo/Townhomes $394,110 $396,740 r $364,310 r -0.7% 8.2% 25.1% 10.2%

Los Angeles Metro Area $446,660 $439,730  $413,150  1.6% 8.1% 33.3% 8.3%

10 月から施行された新しいローン disclosure 規則に

よりプロセスに遅れが発生し、 11 月の契約締結数は

大きく落ち込みました。 その結果、 12 月に過去 5 年

間最大の急増 （前月比 9.6% 増、前年比 10.7% 増）

に繋がったと考えられています。

r=revised data （速報時点のデータに更新があったため、修正されています）

「フロリダからカリフォルニアへ」

失意の日々の中、 幸運にも 「カリフォルニアで是非と

も日本人の飛行教官を」 との誘いを受け、大好きだっ

たマイアミから陸路で西海岸へ向けての大陸横断を決行したのは 1992 年の春。 全

財産はポケットにあるガソリン代だけ。 ボロボロのムスタングのハンドルを握って冒険

に出発した。 途中、 コヨーテの哭き声が聞こえる砂漠での野宿、 何もない砂漠の真

ん中で車の故障など、 「もう駄目だ」 と何度も思った。 しかし、 その度に様々な人々

に助けてもらい、 運よくこれらの難関をクリアすることができたのも、 今となってはと

ても良い思い出。 この珍道中のエピソードの数々はまた別の機会に。 （笑）

その後、 ロサンゼルス郊外の飛行場でヘリコプター教

官としてパイロット育成に携わり、 無事にグリーンカー

ドも取得。 そして、 ひょんなことから住宅ローンの仕

事を始めることになった。 ローンプロセッサーという、

ローンオフィサーとも違う特殊なポジションにつけたこ

とで、 アメリカの金融の仕組みやローンのカラクリを熟知できたことは幸運だった。

後に、 エージェントになるために RE/MAX の門を叩いたが、 この経験があったお

かげで、 他のエージェントには真似の出来ない 「ローンのカラクリを知る買い手専

門エージェント」 としての旗揚げをすることができたのだ。

出相 一英
Jay K. Deai

成しました。 2015 年の全米ファーストタイムバイヤー

の平均年齢は過去最高の 33 才。 2016 年はそれを

さらに上回ると予想されています。 ④ローンガイドラ

インは少し緩和 不動産バブル期と違い、 ローン申

請の際は収入や資産の確認がありますが、 リーマン

ショック後に始まった厳しいローン審査基準は少し緩

和の傾向にあります。 金利の上昇でリファイナンスが

減少するため、 銀行は購入ローンへ積極的に、 更に

多少の柔軟性を持って取り組む姿勢となりそうです。

⑤賃貸より購入の方が得 家賃は住宅価格と同等か

それ以上のペースで上昇を続けています。 Trulia に

よると、 全米の上位 100 都市部全てで、 マイホーム

購入は賃貸を続けるより得であるとの調査結果が出

ているそうです。 Rent.com は、 2016 年は家賃の上

昇率が住宅価格の上昇率を上回るため、購入のメリッ

トがさらに大きくなると発表しています。 ⑥郊外にある

物件の取引増加 Urban Land Institute は、 都市部

に近くて治安が良く、 雇用が安定していて公共交通

網が整備された郊外エリアが、 今年大きな需要を生

み出すと報告しています。 都市部の価格高騰でドー

ナツ化現象が再開する動きもあります。 LA 近郊で

は、 Riverside/San Bernardino カウンティーにこの

波及効果が現れるとの予想です。 ⑦グリーン、スマー

トホーム ホームビルダーやリモデル業者の多くが省エ

ネや環境を考慮した建築に力を入れていますが、 コ

ストがかかるため、 この需要は健康志向や耐久性そ

してエコを希望する高額所得者が中心となっていま

す。 これは節約というよりもライフスタイルとしての傾

向が大きいようです。 National Association of Home 

Builders は、 住宅建設会社の半数以上がグリーン住

宅に取り組んでいるとのデータを出しており、 今後継

続して増えると言われています。 ⑧現金一括購入の

減少 CoreLogic 社は、 2011 年 1 月に全米住宅取

引の半数近くが現金一括購入だったものが、 2015 年

後半に 3 分の 1 以下に減少したと発表しました。 こ

の傾向は今年も続く予想なので、 ローンを組むバイ

ヤーにとってはより公平な購入を行えるという朗報で

しょう。 ⑨新築の増加 不動産バブルの崩壊で大打撃

を受けた建設業界。 最悪の年だった 2009 年は最盛

期の 8 割減の着工数でした。 昨年は着工数が前年

比 10％増、 今年はさらに 23％増が見込まれていま

す （National Association of Home Builders）。 全

米の新築物件取引は昨年に前年比 15% 増、 今年は

26% 増が期待されています。

2016 年　9 つのトレンド

不動産バブルの崩壊後、 2011 年から始まった市場

回復の動き。 2016 年に予想されるトレンドを９つ挙

げてみます。 ①住宅価格は緩やかに上昇を続ける

Zillow によると、 経済学者や住宅の専門家は全米

平均 3.5% の価格上昇を見込んでいます。 これは過

去の長期的な上昇率に近く、 比較的継続可能な値

です。 ただ、 この数年の価格上昇が大きかった San 

Francisco, Denver そして Dallas エリアなどは、 今

年の価格がバブルの領域に入るのでは？との声もあ

ります。 ②金利の上昇 経済学者は FRB が公定歩合

を徐々に上げると予想しています。 変動金利は公定

歩合と連動するため、 すぐに影響を受けますが、 固

定金利は 10 年国債と連動しているので、 公定歩

合の影響は間接的です。 The Mortgage Bankers 

Association は年内に固定金利が 4.5% へ到達すると

予測しています。 段階的な金利上昇が住宅価格へ

悪影響を与えるか？との心配がある一方、 高い雇用

率と賃金上昇によるプラスの影響が金利の不安要素

を打ち消すとも言われています。 ③ファーストタイム

バイヤーには依然、 厳しい環境 従来、 この層が住宅

市場を活発化させる原動力となっていましたが、 高

騰する家賃で頭金の貯蓄が困難になっているのが現

状です。 ここ数年の住宅市場回復は投資家の積極

的な購入が要因でした。 そして急激な価格上昇は、

ファーストタイムバイヤーが容易に入れない市場を形
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　受付 : 2016年3月4日（金）まで ※お申込みは下記のお問合せ先へ

info@deaiteam.com ☎ 310-937-3200 ( Ext.592/594)

日系不動産 No.1 エージェント Jay 

Deai と、　リビングトラストの実績 No.1 の

高田弁護士によるジョイントセミナー開

催決定 ! お申込み受付中。

日時 : 2016年 3月5日（土） 1:00pm - 3:00pm
　場所 : 23740 Hawthorne Blvd., Torrance, CA 
90505    RE/MAX ESTATE PROPERTIES

「メディケアについての基礎知識」

今回は 「メディケア ( ※ Medicare)」 につい

て基本的な内容をご説明したいと思います。  

メディケアとは、 65 歳になったら加入出来る

連邦政府管轄の医療保険です。 身障者 ( ※

Disability) の方も障害の認定書ありきで申請

が可能です。  一般的に、 メディケアは、 Part 

A (* 入院 ・ 病院からの費用をカバー ) と、 Part B (* 医師や外来にかかる費用を

カバー ) の 2 つの要素から成り立っています。 例えば、65 歳になられる 2 ヶ月～ 3 ヶ

月前になったら、 近くの Social Security Office で、 上記の様な Medicare ID カー

ドが郵送されて来るように確認を行って下さい。

「メディケアのカバーだけでは十分とは言えません」
★上記の基本的なメディケアがカバーし

ない補い保険 ( ※メディケア ・ サプリメン

ト ) は、 ①費用がかからないプラン ( 月：

0 ドル ) と、 ②費用がかかるプラン ( 月 ：

150 ドル前後 /65 歳 ) からお選びになれ

ます。  最後に、 お薬の費用をカバーす

るプラン ( ※ Part D) も加入をしておく必

要があります。 これらメディケアに関する

保険は、A. 直接保険会社に申し込むか、

B. 年に一度の試験を通過し訓練を受けたエージェントから申し込むか、 自由に選

択出来ます。  どちらも費用は同じですので、 申請に向けた説明から加入までをサ

ポート出来るエージェントを通じて加入される事をお勧めします。 メディケアに関す

る保険のサポートも、 私共にお任せ下さい。
Copyright 2016 © Ishiwada_Insurance_Agency, Inc. All rights reserved.

To whomever it may concern,
I have known Mr. Deai for over 10 years when I was planning on purchasing 
a small condo in the Palos Verdes, CA area. Unfortunately, at the time, I 
decided not to purchase since it did not make financial sense to me. When 
it came time to sell my house in Lomita, CA, due to my work assignment 
out of State, I did not have to think twice who would be representing and 
protecting my interests because of the excellent experience I went through 
prior. Although I had many choices, Mr. Deai has got to be the most 
knowledgeable real estate person in the Southern CA market. I found working 
with him as a privilege and felt like he was there to help me during every 
step of the process. He produces sense of trust-worthiness that makes you 
feel very secure during what is without a doubt, a very complicated and time 
consuming process. Mr. Deai is a true professional in every sense, and puts
his clients’ interests far above his own. I would be very happy to give Mr. 
Deai my highest recommendation for anyone desiring to sell their property 
or to purchase one. His in depth knowledge and the numerous professionals 
and personal contacts in the business, places him in an enviable position 
from where he can take advantage of opportunities for his clients which other 
realtors can only dream about. This alone sets him apart from all of his fellow 
realtors in the Southern California market. Should anybody like to speak with 
me with the fabulous experience that my wife and I went through, please feel 
free to contact me. 
Sincerely, Yoshinari and Sanae Sato

21221 S. Western Ave.,#215 Torrance, CA 90501
TEL 310-533-8111  FAX 310-533-8008
Email : taka@takatalaw.com  Web : www.takalaw.com
無料冊子をご希望の方は是非お電話下さい。

（フリーダイヤル）

1-888-717-5552 (日本語）

Web:www.ishiwadains.com
E-mai : taka@ishiwada-ins.com
3838 W. Carson St, Suite332 Torrance, CA 90503

知って得する保険のお話DEAI TEAM セミナー開催のお知らせ

DEAI TEAM お客様の声(頂いたメールをそのまま掲載）

相続手続き （検認／プロベイト） とは？

これは、 所有権の （名義） 変更と相続税の支払い手続きを指す法律

用語です。 遺言状がない場合は検認 （プロベイト） 法の規定に従って

遺産が分配されます。 この場合、 裁判所での手続きが必要となります

が、 様々な理由から敬遠されるものです。 第一の理由は、 個人の財産

に関する記録や内容が公になるということです。 そして、 手続きに時間

がかかります。 裁判所の検認手続きは、 遺産 （故人の総資産） の額や複雑さによって異なりますが、

通常は約一年、 あるいはそれ以上かかることもあります。 加えて、 相続検認手続きには費用もかかり

ます。 遺産総額のおよそ 2% から 4% ですので、 例えば遺産が $500,000 であれば、 検認の費用は

$10,000 から $20,000、 もしくはそれ以上かかる場合もあります。

検認はなぜ必要なのでしょう？それは、 合有財産の場合を除き、 財産を故人から相続人へ法的に譲

渡する方法が、 検認裁判所を通じることのみだからです。 これは、 不動産、 銀行預貯金、 株券、 自

動車、 その他の財産についても同様です。 ただし、 カリフォルニアでは特別な法律により、 検認手

続きを経ることなく、 銀行預金を含む $150,000 以下の動産を相続人に譲渡することが認められてい

ます。 このように、 検認による相続は煩雑で費用のかかる手続きとなりますので、 回避するためにも、

事前にきちんと財産設計を行っておくことが重要となります。

遺産相続のお話 Timothy D. Takata
UCLA を卒業後、 ロヨラ ・ ロー

スクールにて法学博士号を授

与。 その後、 ロスアンゼルスに

て 30 年以上にわたり弁護士業

務に携わり、 特に遺産相続法、

遺産検認、 信託等についての

プロセスを行ってきました。

高田法律事務所
TAKATA LAW OFFICE

エステートプラン専門　30年以上の経験　日本語・英語で対応

Q. フローリングのお掃除の仕方やお手入れには何を使えばいいのでしょうか？

A. 弊社は次の手順でお掃除をしています。 1． フローリングの目に沿って掃除機をかけます。 2． Swiffer 社

の SWEEPER などを使って、 掃除機で取りきれなかったほこりを取ります。 3． BONA 社の BONA Hardwood 

Floor Mop を使って、 汚れをふき取ります。 （ BONA は赤ちゃん、 ペットにも安心です。）

【Point!】 フローリングに艶を出したい場合 こちらも色々な製品が市販されていますが、

お米の研ぎ汁を使ってみてください。 水拭きをするときにお米の研ぎ汁を使うだけで、

艶が出てきます。 赤ちゃんやペットのいるご家庭など化学製品を使いたくない方にもお

すすめです。 研ぎ汁はデンプンですが、 拭いた後もベタベタすることもなく、 乾きも早

いです。 研ぎ汁はナマモノですので、 せいぜい２～３時間以内にお使いください。  

Q. ブラインドの簡単な普段のお手入れ方法はありますか？  
A. ブラインドなどの細かい部分の掃除には、 大きな雑巾を使って拭くよりも乾いた軍手を使うとより便利です。

軍手をはめてその手で掃除すれば狭い部分にも指が届き、隅々まで簡単にお掃除できます。軍手の下にビニー

ルの手袋などをしておくと、 手が汚れる心配もありません。 目安としては、 触ってみてザラザラ感がなくなるま

でお掃除できるといいでしょう。 汚れがひどく、 こびりついてしまうとお掃除が大変になってしまいます。 そのよう

な場合は濡れた雑巾または薄めた中性洗剤などを使ってふき取ります。 日ごろからこまめにお掃除して綺麗に

保つことが大切です。

• 一般家庭向けハウスクリーニング　• お引越し時のお

掃除 • 不動産物件のお掃除 • オフィスクリーニング •
家事代行サービス。 無料お見積もり依頼はウェブサイ

トまたはお電話で日本語でお気軽にご相談ください。

TEL : 310- 989- 7968 
Email : info@aiklean.com  
Web : www.aiklean.com

不動産売却講座
　「第四章」
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今の家を売却して新しい家を購入する 「買い替え」

の場合、 資金面の状況によって売却 ・ 購入の手順

の選択肢が異なります。

売るのが先か、
買うのが先か？

家の売却資金を使わずに、 次の家の購入資金を用

意できる場合は、 先に購入してから売却するという選

択肢があります。

その際に大切なことは、 資金計画をしっかり理解して

おくことです。 頭金、 クロージングコストの準備だけで

なく、 現在のローンと次のローンが重なっても支払い

が可能で、 なおかつ、 その想定でローンの審査に通

ることができるか、 事前にローンオフィサーと相談して

確認してください。

売却資金で次の家を購入する場合も、 市場から見た

適正な売却価格を想定し、 ローン残高の完済と契約

のクロージングコストを引いて、 手元に残る資金を理

解することが大切です。 資金計画をしっかり把握する

ことで、 次に購入物件の価格帯が決まります。

売却と購入を
進める際の注意点  

売却してから次の物件の購入する場合、 最も理想

的な手順は同時進行の契約 （Concurrent Closing）

です。 先に売却活動を進め、 並行して購入したい物

件のリサーチや見学を始めます。

◎先に売却のオファーが入った場合

買いたい物件が見つかる前に良いオファーが入り、

それで進めたいという場合、 売却の契約を先に完了

することになります。 問題は契約後に住む場所です

が、 選択肢としては、

①賃貸物件を探して、 次の物件を購入するまで仮住

まいする。

②買主との合意のもと、 契約終了後も短期間その家

に引き続き住む （Rent Back） のいずれかになります。

①の場合、 2 度引越しをする手間と短期間の賃貸物

件を探す面倒はありますが、 落ち着いて次の物件購

入を進められます。

②の場合は、 買主の維持費 （ローン支払い額、 火

災保険や HOA 費、 固定資産税等） を元に賃料を

設定するのが一般的ですが、 自宅として住んでいた

時の維持費より高くなる可能性はあります。 また、 買

主が自宅物件として住宅ローンを借りている場合、

契約締結してから一定期間内に入居する必要があり

ますので、 売主が長期で Rent Back することは困難

となります。

◎先に購入のオファーを入れたい場合

売却物件にまだ買主が見つかっていない時点で、 次

に買いたい家が見つかることがあります。 その状態で

のオファーは、 資金計画の目処が立っていない、 確

実性の低いオファーとみなされますので、 他者と競争

になった場合は不利になります。

家の売却が契約入りしているだけでなく、 買主の

住宅ローン審査、 不動産鑑定、 インスペクションの

Contingency を外した段階まで契約が進んでいると、

より効果的なオファーとなります。

買い替えの場合、 売りと買いのタイミングが非常に大

切になります。 売りでは、 良いオファーがスムーズに

入るように、 魅力的な価格設定をする必要がありま

す。 また、売却のプロセスを確実なものにするために、

より堅実な資金計画の買主からのオファーを選ぶこと

をおすすめします。

売却と購入のそれぞれに相手が存在しているため、

コントロール外の要素も多くなります。 自分はどんな選

択肢があり、 どこまで許容できるかを事前に考えてお

くことが、 成功の秘訣と言えます。

Jay Deai

Timothy D. Takata

売却・購入の同時進行
理想的な買い替えパターン

今
の
家
の
売
却

次
の
家
の
購
入

物
件
探
し

購
入
活
動

オ
フ
ァ
ー
受
領

契
約
終
了

物
件
の
オ
フ
ァ
ー

イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン

契
約
開
始

売
却
活
動

オ
フ
ァ
ー
受
領

契
約
開
始

イ
ン
ス
ペ
ク
シ
ョ
ン

契
約
終
了

（
購
入
資
金
へ
）

売
却
益
受
領


