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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　

ラスベガス後編
初のラスベガスの夜。街はずれの古いホテルへとチェッ

クインを済ませた後、 オールドタウンの Golden Nuggets でギャンブルへ挑戦！…と

は言っても、 そのときの予算は、 たったの $20。 でも、 ドキドキしながら 25 セントの

スロットルマシーンを始めた。 バニーガールさんが無料でビールを持ってきてくれた

のにはびっくり！ 「ここはいいところだなぁ」 と上機嫌で 2 時間ほど遊んでいたら、

なんと元手の $20 は $250 になっていた。 そのときの私にとって、 $250 は大金であ

る。 原油高騰が高騰した現在では信じられないが、 当時は 1 ガロン $1 以下だった

ので、 「大陸横断のガソリン代＋宿泊代を稼いだ！」 と大喜びしたのを覚えている。

数千ドル、 数万ドルというお金があっとい

う間に増えたり減ったりするカジノ。 豪華な

ホテルが立ち並び、 別名 “Sin City” と

呼ばれる理由がわかったような気がした。

「ここに長く居たら、 金銭感覚がおかしくな

りそうだ」 と感じたりもした。 “All You Can 

Eat” バッフェで、 美味しいものをガツガツ

とお腹が苦しくなるまで食いだめして、 大満足。 「こんな良い所なら、 もう一泊しよ

うか ・ ・ ・ 」 と思ったりもしたのだが、 「調子に乗るとせっかく稼いだお金を失うこ

とになる」 と自分に言い聞かせ、最終目的地のロサンゼルスへ向かって出発した。

カリフォルニア州の住宅

取引件数と中間価格、

7 月につまづきを示す。

カリフォルニア州不動産協会の発表によると 7 月の取

引件数は前月比 4.1% 減、 前年比も 5.1% 減と 5 ヶ月

連続で前年比が減少となりました。 中間価格は前月

比 1.8% 下がりましたが、 前年比では 3.9% 上昇となっ

ています。 7 月はミリオンを超える価格帯の物件の取

引が増え、 30 万ドルを割る低い価格帯の取引が若

干減ったことが、 前年比を上回ることに貢献したと思

われます。 昨年と比べて中間価格の上昇がまだ見ら

れますが、 その上昇率は確実にスローダウンしてきて

います。 通常であれば７月は取引が活発な時期です

が、 「今年は動きが鈍っている」 と、 エージェント間

でも話題になっていました。また、昨年に比べて「Price 

Reduction」 する物件が増えているのも事実です。

市場を冷静に見極めた価格設定がより大切になって

います。 住宅金利は 3.44% で （前月 3.57%、 前年

4.05%） さらに下がっています。 今年まだ 3 回 FRB

のミーティングが予定されていますが、 年内の公定歩

合引き上げはないとの見方が大勢を占めています。

この低金利がバイヤーの購入意欲を支えているのは

確かです。 また、 4.5% 以上の金利を持っているホー

ムオーナーにとっては、 リファイナンスを検討する絶

好の機会とも言えます。

する中 「条例

を無視してで

も貸しだす」 と

いうホームオー

ナーも少なくな

いといいます。

事実、 短期レ

ンタルのサイトでも、 禁止されているエリアの検索を

かけると幾つも物件が表示されます。 市から短期レン

タルの会社へ 「Hermosa Beach の物件を削除してく

ださい」 との通知を出してあるが、 返答は一切ないと

のこと。 現在、 Hermosa Beach においてオーナーに

対する違反金は、 1 〜 2 寝室物件で、 初回 $2,500、

二回目 $5,000、 三回目 $7,500 となっており、 3 寝

室以上の物件だと、 その額は２倍になります。

ただ、 実際の掲載者に対する取り締まりが困難なの

は、 Airbnb を始めとするこれらの短期レンタルのサ

前回にひきつづき、 不動産の短期レンタルが孕む問

題を取り上げたいと思います。 ドイツに住んでいるトー

トマン一家は、 毎年夏に Hermosa Beach で家を借

りて数週間過ごすことを楽しんできました。 今年も早

めから二週間の予約を入れて計画していたところ、 5

月にレンタル会社から電話があり 「市が住宅地での

短期レンタルを禁止することになった」 と言われ、 途

方に暮れてしまったそうです。 すでに家族全員の航

空券も購入してあるのに…。 これは、 数多くあるケー

スの一例に過ぎません。 こういった市の規則が存在

イトで、 物件住所の表示がないこと。 詳細住所は、

申し込み手続きを済ませ、 滞在の直前になるまで教

えてくれないのです。 私も今までに、 Big Bear、 San 

Francisco、 Yosemite 近郊で、 短期レンタルを活用

しています。 通常のホテルと異なり、 キッチンやリビ

ングルーム、 そして複数の寝室があるため、 特に子

供連れの時には非常に便利ですので、 これからも利

用したいと思っています。 一方で、 短期レンタル滞

在者が大騒ぎをしたり、 周囲の住人へ迷惑をかけた

という話も、 実際に何度か見聞きしています。 利用

者としての良さを経験していますが、 もし自分の住ん

でいるエリアでこれが横行したらと思うと、 あまり歓迎

できないのも本音です。

エリアの限定や明確なルールの設定で地域住民、 ホ

テル ・ モーテル業界、 アパートとの共存が実現でき

れば理想的ですが、 皆が納得する落とし所を見つけ

るのはなかなか難しい問題です。

短期レンタル (Airbnb 等 ) の問題　その 2

不動産市況

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

CA SFH (SAAR) $509,830 $519,410 r $490,780 r -1.8% 3.9% -4.1% -5.1%
CA Condo/Townhomes $421,360 $413,110 $387,830 r 2.0% 8.6% -11.2% -12.5%
Los Angeles Metro Area $468,450 $477,230 $452,200 r -1.8% 3.6% -14.0% -10.6%

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。

西 Torrance のリモデル
済住宅。 裏庭にボーナ
スルーム有。 内外とも
にコンディション良好。

3Bed/2Bath, 1,900 sf / Lot 
5,687 sf, built 1955, listed 
$899,000, Single Family 
Residence

PV の街の夜景を一望。
プール付きの裏庭はエ
ンターテインメント性抜
群。 広大な敷地。

5Bed/2Bath, 1,612 sf / Lot 
10,071 sf, built 1960, listed 
$1,399,900, Single Family 
Residence

窓外には Playa Vista
のコンサートパーク。 コ
ンテンポラリーデザイン
物件。 学校、 買い物な
ども至近。

2Bed/3Bath, 1,217 sf, HOA 
$607/mo, built 2004, listed 
$849,000, Condominium

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？

  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

変化を続ける住宅市場、 2017 年に売買をする上で絶対に

わかっていなければならないことが 3 つあります。 高額資産

である住宅の売買を成功させるためには、 最低 3 ヶ月間、

できれば半年から一年間の準備期間を強くお勧めしていま

す。 周到な準備の有無が明暗を分けます。

相談を先延ばしにし 「もっと早く連絡してい

れば ...」と後悔する方が沢山います。「2017

年の売買を成功させる無料コンサルテー

ション」 10 月の枠を現在募集しています。

 info@deaiteam.com   ☎  310-972-1603
 ※お申込みは下記まで

成否を分ける 3 つの要素 ： 無料コンサルテーション

2017 年に売買をお考えの方
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• 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
　「第十一章」

おそうじミニ情報Ｑ＆Ａ

不動産を売却して出た利益は 「キャピタルゲイン」 と

呼ばれ、 それに対してはキャピタルゲイン税が課され

ます。 しかし、 自宅として住んでいた不動産、 投資

用不動産のそれぞれについては、 キャピタルゲイン

控除が設定されています。

自宅用不動産の
売却益控除

自宅として住んでいた不動産を売却する際に、 売却

益が控除される主な条件は以下の通りです。

● 自宅として過去５年間のうち２年以上住んでいるこ

と。

● 貸家だった家へ自宅として移り住んだ場合も、 ５年

間のうち２年以上住んでいれば免除が適応 （＊ 1031

エクスチェンジ （後述） で購入した物件へ移り住ん

だ場合は、 最低５年以上所有することが必要）。

● １人名義で 25 万ドル、 夫婦名義で 50 万ドルまで

の売却益が控除。

● ２年以内にこの控除を受けていないこと （２年間あ

ければ何度でも利用可能）。 夫婦の片方が控除を受

けている場合は、 25 万ドルだけが控除の対象。

● 夫婦のいずれかが亡くなった場合は、 ２年以内に

売却すれば 50 万ドルまでの控除可能。

投資用不動産の
1031 エクスチェンジ　

投資用不動産については、 他の物件に買い換えるこ

とによって、 税金の支払いを繰り延べすることができ

ます。 これはＩＲＳの Internal Revenue Code Section 

1031 で規定される 「1031 （テン ・ サーティーワン）

エクスチェンジ」 と呼ばれるプログラムで、 売却価格

以上の価値の物件を購入する場合に適応されます。  　

売却した際のキャピタルゲインは、 購入時よりも高い

価格で売却する際に発生しますが、 保有している期

間中に減価償却をした金額分もゲインとして計算され

ます。 例えば 7 年前に 35 万ドルで購入した物件を

50 万ドルで売却し、 その期間中の減価償却を約 4

万ドル行っていたとすると、 キャピタルゲインは 50 万

- 35 万 + 4 万 = 19 万ドルとなりま

す。  　

1031 エクスチェンジの具体的な条

件は以下の通りです。

● 米国内に存在する不動産で、

投資用であれば物件の種別は一

戸建て、 コンドミニアム、 アパート、

商業物件、 ホテル、 土地など何で

も可能。 また買い替えの際に、 そ

の種別変更することも可能。

● 不動産の売却価格と同等、 もし

くはそれ以上の価格の物件を購入すること。

● 売却する物件、 買い換える物件共に、 １物件でも

複数でも可能。

● 売り物件の売却益は、 全額買い替え先の物件の

購入に充当し、 第三者機関である Intermediary と

呼ばれる会社を介して契約を進行すること。

● 売却する物件の契約終了日から 45 日以内に、

買い替える可能性のある物件のリストを提出すること。

● 売却してから 180 日以内に買い替えを終了するこ

と （180 日以内に税務申告の期日がある場合はそれ

まで、 もしくは申告延長届けを提出する）。

● 先に購入してから売却することも可能。 その場合

は、 購入の契約終了日から 180 日以内に売却を完

了すること。

自宅として住んでいた物件をしばらくの間、 貸家とし

て保有しようとお考えの場合、 前述の期間を踏まえて

売却を進めなければ自宅用不動産の売却益控除の

対象にはなりません。  　

それぞれのケースで状況は異なりますし、 税法が変

わることもあります。 必ず事前に会計士と相談し、キャ

ピタルゲインの計算などをしっかり理解した上で進め

ることが大切です。

「1 日いくら投資していますか ?」
世の中の 90% 以上は何かしらお仕事をされ、 その収入の範囲内で生活をされてい

るはずです。 収入 ( ※稼ぎ ) と、 支出 ( ※支出 ) に関してばかり意識がいきがち

ですが、 お金を増やす手段ともなる 「投資」 は後回しになりがちでは無いでしょう

か ?  不動産を購入することも、 言ってみれば一種の投資です。 お子様の習い事

なども、 投資と言えるでしょう。 本来、 投資をする一番の理由は、 その 「リターン」

を得る為です。1ヵ月を30日と定義する場合、住宅費が月に3,000ドルかかる方は、

単純計算で 1 日 100 ドル支払っている事になります。 月 3,000 ドル位住宅にお金

がかかっている人の場合、 おそらく 1 日 100 ドル ( ※月に同じ 3,000 ドル ) も投資

をされている可能性は低いはずです。 よほど、 貯蓄に余裕がある方や、 収入以外

の固定所得が無い限り、 投資に気が回らない訳です。  この事は、 実に大きなリス

クを孕んでいると思うのです。

「リタイアメントに備えている人は全体の 36%( 以下 ) の現実」
Money 誌の統計データによると、 全アメリカ人

の 26% もの人 (*4 人に 1 人 ) が No saving ( 貯

蓄ゼロ ) という状況だそうです。  そして、 全ア

メリカ人の 36% もの方が、 リタイアメントに向け

た貯蓄プランを何も走らせていないそうです。

銀行残高の平均額は、 なんと 4,436 ドルしか

無いといったデータを見ると、 恐怖すら覚えて

しまいます。 あながち嘘だとは、 思えません

…。 貯蓄率が著しく高い世代は、 55 歳前後であるそうです。 実際に、 年金 ( ※

Annuity) や、 まとまった貯蓄プランのご相談が多い世代も、 50 代半ば以上の方

です。 このままでは Social Security Benefits も、 今の 75% ほどしかもらえなくなる

可能性も示唆されている昨今、 「ゆとりは自ら生み出すもの」 といった意識を持ち、

具体的な対応策を考える必要があると思います。

Copyright 2016 T&K Consulting Group © Ishiwada Insurance Agency, Inc. All rights reserved.

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。

信託を作成するには二つの方法があります。 一つは、 遺言信託 (Testamentary Trust) といい、 遺言状

の中に組み入れる方法で、 信託は本人の死後でなければ有効になりません。 もう一つの方法は、 生存中

に生存者信託 (Living Trust) を作成し、 財産を信託に入れる方法です。 生存者信託は、 通常解除す

ることが可能です。 つまり、 夫婦二人とも生存中に信託財産の一部、 あるいは全部を引き出すことができ

るという意味です。 遺言信託 （遺言状に組み入れた信託） と生存者信託の一番大きな違いは、 生存者

信託では検認手続費用の支払いを避けることができるのに対し、 遺言信託ではそれができないことです。

そして、 財産設計信託を利用すれば、 多額の相続税を節約することができます。 この種の信託は通常

A − B 信託と呼ばれ、 遺言信託でも生存者信託でも作ることができます。 例えば、 $10,000, それぞれは

委託者であり、 信託管理人であり、 受益者でもあるとして、 二人が生きている間、 信託は解除可能、 つ

まり取り消すことができます。 ところが、 夫婦のどちらかが死亡した場合、 信託は解除不可能となります。

夫が亡くなったと仮定しますと、 夫の死後でも、 妻は信託 A （共有財産のうちの半分、 妻が所有する分）

から生じる収入の全てを得、 またその基本財産 （元本） を引き出すことができます。 ただし、 信託 B に

ついては、 通常、 妻はそこから生じる収入を得ることはできますが、 基本財産を引き出す権利は制限さ

れています。 妻は自分の死後に信託 A の財産を相続する者を指定することも含めて、 基本的には信託 A

の全ての財産を管理することができますが、 信託 B については、 夫が生存中に決定した信託に関する指

示に従って管理されます。 通常、妻の死後、信託 B の財産は子供たちに残すと規定されています。 （続く）

財産設計信託（Estate Planning Trust）とは【前編】 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

2016 年夏のシーズンを終え　ローカルのお客様は　ほぼ全て無事に

売却 / 購入を完了してほっとしたのも束の間、 投資家の購買欲は右

肩上がりです！　そこで今回はアメリカ不動産投資について書きます。

弊社セミナーではいつもお話しして

いますが、 アメリカ不動産投資に

は 4 つのメインの魅力があります。

1. 物件自体の値上がり　2. 節税（減

価償却他、 課税対象所得の圧縮）

3. ローンによるレバレッジ　4. キャッ

シュフロー （3 と 4 を合わせてテナ

ントがをローンを返済して物件は自

分のものに） 日本在住の投資家も、

サウスベイや OC のみならず、 ハリ

ウッド、 ビバリーヒルズ、 リバーサイドカウンテイー、 そして州外の物件も購

入しています。 購入を決める際には　ご予算や、投資の目的 （短期 / 長期、

4 つのうちのどれを重視？など） 物件自体の質、 地域 （環境や学校区）、

数字 （物件価格 VS 家賃だけでなく、 建物比率、 HOA、 固定資産税など

を総合的に検討） 将来性、 賃貸需要、 ローンの種類などの見極めが重要

です。 　アメリカ在住者の特典を生かし、 米国不動産投資を～と　ご興味の

沸いた方は弊社投資専門部門へお問い合わせください。 この利子の低い好

機を狙い、 まずはローンの準備から始めては如何でしょうか？　※写真は弊

社のお客様が購入し貸し出している物件です。 不動産投資は購入してから

が本番です。 弊社では管理部門がテナント募集、 入居時、 その後の管理

まで一貫してお世話していますので、 初めての不動産投資の方も安心して

始めていただいています。 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

（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

1031 エクスチェンジのタイムライン

180日
45日

180日契約終了日

契約終了日

投資用物件
の売却

買い替える物件
のリスト提出

買い替える物件の購入

保有している物件の売却
投資用物件
の購入

 大人になってからは使う機会が減り、 中にはまったくさわらなくなってしまったと

いう方も多いのではないでしょうか？もし家に使わない消しゴムがある場合は、 この機会にお掃除に活用してみ

ましょう。

 手垢などで汚れやすいプラスチック製のキーボードやマウス、 リモコン、 階段の

手すり、 電話の受話器やダイヤル部分がいつのまにが黒くなっていることありませんか？そこにプラスチックの

消しゴムでこすると汚れを吸着して簡単に落とすことができます。 他にも、 子供が机や柱、 壁紙に落書きして

ついてしまった油性マジックの汚れも、 スニーカーのソール部分の汚れもキレイにすることができます。

 砂消しゴムはプラスチック製の消しゴムに比べて使用する機会が少ないかもしれません。 し

かし、 砂消しゴムは頑固な汚れも落とせる為、 家に一つ置

いておくと便利です。 例えば、 お風呂のタイルにこびりつい

た汚れやカビは洗剤を使用してもキレイにすることが難しい

ですよね。 そんな時は砂消しゴムの出番です。 砂消しゴム

をタイルの目地に沿ってこすると、 簡単に汚れやカビを取る

ことができます。 また、 ガスコンロの焦げ付き汚れも砂消し

ゴムでこすることで簡単にキレイに落とすことができます。 一

度試してみてはいかがでしょうか？ 

砂消しゴム

プラスチック製消しゴム

消しゴムで簡単お掃除！


