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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
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出相 一英
Jay K. Deai

1992 年アメリカ横断珍道中その５　

ラスベガス前編
「絶対にまた来るぞ」 と、 グランドキャニオンへ別れを

告げて、 最後の “寄り道地点” ラスベガスへ向けて出発した。 ご存知の通り、 ラス

ベガスはゴールドラッシュの時代にできた賭博の街。 それまで、 映画などで派手な

街並みを見たことはあったが、 実際に足を踏み入れたことはなかった。 初めて訪れ

るラスベガスに、 私は大きく胸をはずませた。 途中、 1929 年の世界大恐慌後に経

済活性のための国家プロジェクトとして構築された、巨大なフーバーダムを通過。 「こ

こでラスベガスの莫大な電力が作られているのかぁ」 と感心したことを覚えている。

その日、 私がラスベガスに到着したときには、 すでに夜。 絶対に日本では存在しえ

ないカジノ街の迫力、 きらびやか

な光景に唖然とした。 「うわーっ、

すげーぇ！」 と、 いかにも田舎者

まる出しの様子で、 キョロキョロし

ながら運転していたために、 危う

くタクシーにぶつかりそうになった

りもした。 お金がなかったこともあ

り、 街からちょっとはずれたところ

の古びたホテルへとチェックイン。 さて、 ラスベガスの夜はまだまだ長い。 私は再

びネオン煌めく街へと戻っていった。

カリフォルニア州の取

引件数が 2011 年以来

初めて二桁となる。

カリフォルニア州不動産協会の発表によると 6 月の取

引件数は前月比 10% 増、 前年比 2.2% 増で 2011 年

の 1 月 （11.3%） 以来、 5 年以上振りの前月比二桁

増となった。 このところ、” 英国が EU から脱退” とい

うニュースを受け住宅ローン金利がさらに下降し、 購

入の需要を高める作用を引き起こしているようだ。 6

月の平均住宅ローン金利は 3.57% で前月 3.6% そし

て前年 3.98% から見て下り傾向。 この執筆時の 7 月

20 日時点ではさらに低い 3.5% となっている。 中間価

格は $519,440 で前年同期の $492,320 から 5.5% 上

昇したが、 前月比は 0.1% の低下となった。 低い価

格帯の取引が多かった前年と比べて、 今年は中間

価格帯の売買が増えていることが 5.5% 上昇の原動

力となっている。 まだ場所や物件によっては売り手市

場が存在するが、 私が活動している South Bay や

Westside エリアでは全般的に価格はほぼ横ばい状

態に入っている。 またこの夏の売り物件数は増加傾

向にあり、 私への売却依頼の案件も増えている。 そ

んな変化の中で、 適切な準備と計画を怠り、 市場を

認識せずに強気の売却を試みると良いバイヤーは他

の競合物件へ行ってしまうので要注意。 まだまだ市

場は良好な状態を保っている。

へ短期滞在者が入り込むことで秩序の乱れが発生し

ている。 ３） ホテル業界が損失を被っている。 など。

一方で、Airbnb を始めとする短期レンタル運営側は、

物件所有者の住宅維持費や生活費への経済的な助

けになっていると主張している。 ロサンゼルス市では、

レントコントロールが適用されるアパートを短期レンタ

ルへ変更したオーナーを摘発することになった。 ま

た、 追い出されたテナントがオーナーや Airbnb を訴

えるケースも出てきている。 ニューヨークではほとんど

のアパートが 30 日間より短い賃貸を禁止しているが、

それに加え自分の物件を Airbnb などのサイトへ掲載

することへ対して最高 $7,500 の罰金を課すことが検

討されている。 Airbnb によると、 これが実行された

場合 4 万件以上のオーナーたちが罰金の対象になる

とのこと。 Airbnb の本拠地サンフランシスコでは、 7

月 27 日から短期レンタルのオーナーは市へ登録が

義務付けられる。 そして市はオーナーへではなくその

ロサンゼルス市の中心

街にある 4 ユニットの

アパートを購入した新

しいオーナーが、 既存

のテナント全員を出し

た。 ロサンゼルス市は

レントコントロールがあ

るため家賃の上昇に制約があり、 そこに十年以上住

んでいたテナントは相場を大きく下回る $1,600 の家

賃だった。 新しいオーナーは建物の内外を改装をし

て数週間後に一泊 $500 の宿泊料で Airbnb へ掲載

をした。 これは現在多くの都市部でブームとなってい

る短期レンタルの一例である。 最近になって、 各地

でこういった動きへの規制が実行もしくは検討される

ようになった。 現在直面する問題点とは、 １） 割高の

短期レンタルが増えることで長期アパートの家賃をも

押し上げる。 ２） 落ち着いた住宅地やコンドミニアム

物件広告を掲載するレンタル会社へ 1 日 $1,000 ま

での罰金を課す規則が実施される。 シカゴでは、 短

期レンタルへ 4％の課税そしてレンタル物件の市への

登録を義務付けることが決まった。 また、 住宅地の

オーナーたちがその地区での短期レンタル禁止を申

請できるようにもなっている。 以前レドンドビーチの海

の近くでリタイヤ生活をしている夫婦の話を聞いたこ

とがある。 彼らは州外に小さなセカンドハウスを持っ

ていて、 毎年春から夏へかけて半年間レドンドビーチ

の家を短期レンタルへ出すことで一年分の生活費を

得られ、 老後の生活の大きな助けになっていると言っ

ていた。 賛成派、 反対派、 それぞれもっともな言い

分がある。インターネットの普及で今までなかった様々

なトレンドそしてそれに付随する問題が起こっている。

需要があるからこその短期レンタルである。 双方の

バランスを考慮した税金やルール化など、 新しい対

応が急務なのであろう。

短期レンタル (Airbnb 等 ) の問題

不動産市況

June-16 Median Sold Price of Existing Single-Family Homes Sales
State/Region/County Jun-16 May-16  Jun-15  MTM% Chg YTY% Chg MTM% Chg YTY% Chg

CA SFH (SAAR) $519,440 $519,750 r $492,320 r -0.1% 5.5% 10.0% 2.2%

CA Condo/Townhomes $413,110 $411,340 r $393,900 r 0.4% 4.9% 7.7% -0.1%

Los Angeles Metro Area $477,230 $471,860 r $449,530 r 1.1% 6.2% 7.7% 1.9%
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）

巷にあるインターネットサイトが表示する価格は床面積をもとにしたデータ上の数

字であり、 物件の種類、 間取り、 コンディション、 立地条件などの大切な要素が

考慮に入っていません。

住宅価格は高値安定へ移行しています。 お家のエクイティー（純資産）も増えて、

売却や買い替えに絶好のチャンスです。

DEAI TEAM が、 あなたのお家の市場価値を的確に調べる 「無料査定」 をお届

けします。 また、 20 年の豊富な経験をもとに価値を有効に引き上げる費用対効

果の高い準備についてのアドバイスも差し上げます。

お申し込みは今すぐ下記まで。

南 Torrance のエグゼ
クティブ住宅。 冷暖房、
タンクレス給湯完備。
優良学区の小中高、 レ
ストラン等至近。

4bed/3bath, 3,342sqft / Lot 
5,567 sqft, built in 1990, listed 
at $1,169,000

Culver City のお手頃リ
モデル済一戸建て。 充
実の設備、 広い裏庭に
大きなプールとパティ
オ。 優良小学校、 公園
も徒歩圏。

3bed/2bath, 1,511sqft / Lot 
5,478sqft, built in 1953, listed 
at $999,500

San Pedro 人気の Gate
内コンド。 冷蔵庫、 洗
濯機、 乾燥機付。 冷暖
房完備。 101Fwy 近く
で買い物等にも便利な
立地。

2bed/2bath, 1,085sqft, HOA 
$438/mo(水道、ゴミ処理込), built 
in 1987, listed at $369,000

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. 594

info@deaiteam.com 
www.deaiteam.com

無料コンサルテーションのご相談は

自分の家の市場価値はどのくらいなのだろう？

 info@deaiteam.com   ☎  310-972-1603

シニア用のコンドミニアムがいくつもあるトーランス市は、 気候

が温暖で、 LAX にも近く、 日本の食材が手に入りやすく日本語

対応の医療機関が整い、 日本人がリタイヤ生活を過ごすに最

適な環境が揃っています。 ●シニア住宅にはどういう規定があ

るのか？● 55 才にならないと購入できないのか？●シニア物

件への買い替えで既存の低い固定資産税を移行できるルール

とは？安心できるリタイヤのためにこの機会

をお見逃しなく。

　受付 : ２０１６年８月２７日（土）まで ※お申込みは下記まで

シニア（55 才＋）住宅セミナー

日時 : ８月２８日 日曜日 午前１０時から

場所 : RE/MAX Torrance Office / 
23740 Hawthorne Blvd., Torrance CA 90505

８月28日開催シニア住宅セミナー

  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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キッチン編～保存容器の消毒方法～  

残り物を入れて保存しておいたり、 食材の持ち運びにと何かと便利な保存容器。 今回はそんな便利な保存容

器の消毒方法をご紹介します。     

１． 容器の耐熱温度を確認します。

２． 大き目のお鍋にお湯を沸かします。    

３． 火傷に注意をしながら、 トングなどを使ってお湯に保存容器

を投入します。

ポイント ： 耐熱ガラスなどは熱湯で３－５分程度、 ジップロックなど

のプラスチック類やパッキンなどは８０℃ぐらいで２－３分 

４． 取り出したら清潔な布巾の上で自然乾燥して終わりです。

綺麗に洗っているはず！と思っている耐熱の調理器具、 トングや

ザルも熱湯でグツグツと煮ると普段落とし切れていない油汚れな

どがお鍋に浮いてくることもありますのでお試しください。 ステンレ

スなら熱湯に重曹を加える事で消毒＋ピカピカになります。 食中

毒になりやすいこの暑い時期に熱湯消毒を食中毒の防止の一つ

に加えてみてはいかがでしょうか？

• 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
　「第十章」

おそうじミニ情報Ｑ＆Ａ～保存容器の消毒方法～

 　　

プロベートセールと

リビングトラストとは？

家のオーナーが亡くなって、 相続人が売却する場合

のプロセスを「プロベートセール」と言います。プロベー

トとは、 死亡した人の遺言書の中で指定された相続

人に財産を分配する手続きで、 家庭裁判所の監督

下で行われます。 遺言書がない場合でもプロベート

の手続きは必要ですが、 死亡した人名義の財産が 

10 万ドル以下の場合は必要ありません。 また、 夫婦

で共同所有していた物件などは、 片方が亡くなっても

まだ生存する所有者がいますので、 プロベートセール

にはなりません。 プロベート自体は、 相続財産すべ

ての洗い出しや価値の計算などの申請手続きに、 簡

単なケースでも数カ月かかってしまいます。 また、 弁

護士費用や裁判所の査定料などの経費も総財産の

数パーセントと、 大きな金額が必要となります。 プロ

ベートセールの手順ですが、 まず弁護士を通じて家

庭裁判所に申請し、その際に多くの場合はＩＡＥＡ（the 

Independent Administration of Estates Act） という

条例の適用を受けられるよう申し込みます。 これが認

められると、任命された代表者は 「裁判所承認 （court 

confirmation）」 なしに、 名義人と同等の権限を持っ

て物件を売却することができます。 この場合は、 通

常と同じタイムフレームで売却 ・ 契約を進めることが

できます。 なお、「裁判所承認」が必要となるプロベー

トセールの場合は、 通常よりも２カ月ほどプロセスに時

間がかかるようです。 プロベートセールと通常の売却

との大きな違いは、 その家を保有していなかった人

が売主となることです。 そのため、 過去に起こった雨

漏りや修繕など、 家のコンディションについてはわか

らないことが多く、 これらの情報はディスクロージャー

義務の対象外となります。 また、 オーナーが亡くなっ

た場所がその家であるかどうか、 またどういった死因

だったかについては、 売主側のエージェントに伝えて

おく必要があります。 物件の敷地内で過去３年以内

に人が亡くなった場合、 不動産取引契約上のディス

クロージャー義務があります。 こういった情報は買主

の購入意思決定に少なからず影響を与えますので、

事前に開示されることをおすすめします。

リビングトラストとは？

時間と費用のかかるプロベートの手続きを回避して

遺産を相続するには、 リビングトラストを設定してお

く必要があります。 リビングトラストとは、 自分の財産

をどうするかを指示した法的執行力のある文書のこと

で、 自分が死亡した際にはその内容に従って家庭裁

判所を介さず、 相続手続きを進めることができます。

自分が病気や事故などで自分の財産を管理できなく

なった際には、 財産の管理をする人を任命すること

ができ、 どのように財産管理をしてほしいかという詳

細な指示を作っておくことができます。 リビングトラス

トの設定は内容次第ですが、 弁護士費用として２千

～３千ドルほどかかりますが、 プロベートに比べて大

幅に費用を軽減することができます。 また、 持ち主

が亡くなってすぐに相続の手続きを済ませることが可

能となり、 同時に家族が財産について心配したり争っ

たりすることを避けられる、 という大きなメリットがあり

ます。 リビングトラストを含めた遺産相続全体の計画

をエステートプランと呼びますが、 不動産を保有する

方はできるだけ早いタイミングで専門家に相談し、 エ

ステートプランを立てておくことが大切です。

エステートプランとは
自分の財産を管理できなくなった際に、どう
すべきかの指示を残すこと。自分の財産管理
の指示書である「リビングトラスト」を設定
すれば、プロベートの手続きを回避して遺産
相続が可能。

エステートプランに必要な情報
●自分にはどのような財産があるか？（現金　
・不動産・株・債権・調度品・宝石等）
●この財産をいつ、誰に残すか？
●死亡後や生前に、財産の管理をできなくな
ったら、誰に管理をしてもらうか？
●未成年の子供を育てることができなくなっ
た場合、誰が子供の面倒を見て、財産を適切
に渡していくか？
●自分で医療に関する意思決定ができなくな
ったら、代わりに誰が決定を下すか？

貯め上手な方なら実践しているちょっとした工夫
弊社では、 医療 ・ 生命保険や、 各種リタイアメントプラン (IRA など ) を主たる業務

として保険代理店業を営んでいますが、 各種貯蓄 ・ 節税プランに関するアドバイ

スも提供しております。 その中で必ずお伝えしているアドバイスの一つに、 「銀行口

座は最低でも 2 つ以上異なる銀行で持っていよう」 という事です。 収入の全てが

振り込まれる銀行口座 1 つで全てのやりくりを行うと、 必要な支出も不必要な支出

も入り混じってしまう為、 高い確率で 「ドンブリ勘定」 家計になってしまうリスクが生

じるからです。 大丈夫、 家計簿をきちんとつければ、 銀行口座を分ける必要なん

て無いという方は分ける必要は無いかも知れません。 必ずしも銀行口座を分けろと

は言いませんが、 目的を定めて銀行口座を分散させる事で、 色々な波が起こる人

生において、 リスクを分散させることが出来るのです。 例 ： A 銀行 (* 生活費全般 ) 

/ B 銀行 (* 貯蓄、 投資用 ) / C 銀行 (* 緊急時の備え ) など

収入-支出＝残ったお金が貯金では、 お金は残らない
次に、 お仕事を通じて得られる収入から必要経費を全て

差し引いたお金をひたすら貯める方法が、 貯金上手だ

と考える人が沢山おられるはずです。 働き始めて間が無

い若い内ならば、 最初はそのようにコツコツと貯金を行

い、 具体的な投資や大きな買い物 ( ※住宅など ) に備え

ても良いと思います。 しかし、 私自身、 実践してみて本当に効果があったと思える

貯められる方法とは、 「毎月これだけは貯める !」 と決めた金額を、 貯金 ( ※又は、

投資用 ) 専用の口座に放り込んでしまい、 残った資金で (* 切り詰めてでも ) やりく

りをするといった方法です。 最初は、 出来る範囲からで結構ですので、 騙されたと

思ってやってみて下さい。 月に 300 ドル貯金を 2 年間出来たならば、手元に 7,200

ドルが残る計算です。  2 年間と言えば 24 か月になりますので、 24 回も連続で目

標を達成出来たという事になります。 保険商品や投資商品を活用すれば、 もっと

効率よく増やす方法はありますが、 どんな魅力的なプランを買っても、 成功まで導

ける人とは、 「継続は力なり」 の本意を理解している場合に限ると思っています。
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実際の信託契約書とは、 信託に関する規定が記載された書類です。

この規定の多くは、 個々の委託者の意向を反映するように個々の事

情に合わせて作成されます。 例えば、 よくあるのは、 信託の委託者

である夫婦が生存中、 信託管理人と受益者でもあるという形です。

この場合、 自分達で信託財産を管理することができます。 夫婦の一

方が亡くなると、 残された配偶者が信託管理人として継続して信託

を管理し、 信託から生じる収入を得る権利も有します。 その後、 残

された配偶者もなくなった場合、信託財産を管理するために新しい信託管理人が指名されます。通常、

こうした場合に新しく指名される信託管理人は、 故人となった夫婦の未成年の子供達を信託財産から

の収入で養う役目を果たします。 子供達が成人に達した、 或いは信託に規定された年齢に達した時

点で、 信託管理人は残りの信託財産を子供達に分配します。 もちろん、 他にもいくつもの違った形の

信託を作成することが可能であり、 そこが信託の利点の一つなのです。 信託の委託者は、 限られた

範囲の中でなら、 信託財産の取り扱いについて独自の規定を作成することが可能です。 ではなぜ信

託は必要なのでしょうか？信託を作成するには二つの大きな理由があります。 第一に、 財産設計信

託を作成することで主要な相続税における優遇措置を利用できます。 第二に、 信託を利用すれば、

裁判所の検認手続きにかかる費用のほとんどを支払わずに済ませることが可能です。

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

知って得する保険のお話オレンジカウンティーの住宅もお任せ下さい

夏 の シ ー ズ ン は 終 盤 を 迎

え た も の の、 今 年 中 に 家

の購入をと考えている方々

は本腰を入れて探し始め

ています。 オレンジカウン

テイーといえば 「学校区が

よく治安が良い」 「公園や

ビーチ、 緑が多くて子育て

に 最 高 の 環 境 」 な ど と 思

い浮かべる方が多いと思い

ますが、 その代表都市が

アーバインであることは 誰もが認めるところでしょう。 特にアジア人には人気

のアーバイン。 為替レートの妙味を生かしての現金買いも多く、 価格高騰に

貢献、 拍車をかけています。 確かにアーバインは学校もよく、 ロケーション

的にも便利です。 しかし築浅の家は大変に土地が狭く、 特別付加税も高い

です。 そこでお勧めなのが周辺都市。 アーバイン市内から道を 1 本隔てた

だけというイチオシ ・ コミュニテイは 地元でも注目のベーカーランチ。 3Bed 

3Bath 2Car アタッチガレージ付きの新築タウンホーム 50 万ドル台より、 同

じ 3Bed の一軒家は 70 万ドル台からです。 眺望が良い、 エターナルオープ

ンスペース越しに毎日夕日が臨める家もあります。 なにより特筆すべきはそ

のアメニテイーの充実度！ハイキング / バイク ・ トレイル、 スポーツパーク、

大人数で貸し切りパーテイーも可能なクラブハウス、 まるでリゾートホテルの

ようなプール、 夏の夜には野外コンサートも開催されます。 新築物件につき

ものの特別課税もなんとゼロです。 竣工前に購入し、 現在完成を待っている

お客様も何組もいらっしゃいます。 まずはお気軽にお問い合わせください。

オレンジカウンティ物件のお問合わせは→　 orange@deaiteam.com

これからマイホームをご購入されたい、 買い替え、 リファイ

ナンスをお考えの方は貴恵にお任せ下さい。 住宅ローンを

借りる時の不安 ・ 疑問を解消いただくための様々な情報を

紹介いたします。

Takae Mezger
Sr.Loan Officer / NMLS# 663692

E-mail takaeyokoyama@gmail.com
TEL: 310-508-8678

住宅ローンのことなら


