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今年で第３回
目となるハワイ研
修視察は、当協会
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の理事を務める北
澤艶子氏が塾長
の (一社)不動産女
性塾と共催で行い
ました。写真は、
WBNのハワイメン
バーがホストをし
てくれ た レ セ プ
ションでの集合写
真。

WBN第3回米国ハワイ研修視察開催される
ハワイ研修旅行で
貴重な体験
ＷＢＮハワイ研
修旅行（2019
年4月14日〜
19日）は、不
動産女性塾（塾
長 北澤艶子
氏）と共催で実
施され、不動産
女性塾の方々も
多く参加され、
共催にふさわし
い研修旅行にな
りました。
WBN理事長、三橋博己
今回は事前に勉
強会も開催し、
ハワイの不動産
事情について三
澤氏（ＷＢＮ専務理事）からレクチャーして
いただきました。現地で役立つ内容でした
が、現地でも資料を準備していただき、充実
した視察旅行になりました。

第１日目のレセプションでは、ハワイのＷ
ＢＮメンバーの歓迎を受け、交流することが
できました。第２日目以降は、現地の不動産
の開発状況やタウンハウス、コンドミニアム
など多くの不動産物件を視察することがで
き、参加者には不動産業を営む方も多かった
ので、実務上でも役立つ情報を得ることがで
きたと思います。
特に、北澤理事の尽力により実現したアラ
モアナショッピングセンターでのファッショ
ンショーは、プロのモデルが出演した素晴ら
しいショーでした。日本とハワイの交流の場
にもなり、小生も大いに楽しみました。観光
旅行では味わえない貴重な体験が、この研修
旅行でできたと思っています。
今回、ハワイの不動産の最新の情報を得る
ことができたことは大きな収穫であり、ハワ
イのメンバーとも親密な交流ができ、有意義
なものになったと思います。
現地でお世話になったハワイのＷＢＮメン
バーに、心より御礼申し上げます。今後も、
ＷＢＮ研修旅行を継続していきたいと思って
います。次回は是非、皆様の参加をお待ちし
ております。

WBNハワイ研修旅行
に参加して
ハワイ研修旅行
は、今回で３回
目の参加になり
ました。今回
は、私が主宰す
る一般社団法
人 不動産女性
塾（FJJ）との
共催になり、ハ
ワ イ の リ アル
ターの方々との
交流を深めて参
りました。
不動産女性塾塾長
心のこもった温
WBN理事
かいおもてなし
を受け、初めて
北澤艶子
参加した不動産
女性塾のメン
バーは皆、感激しておりました。国や制度が
違っても、不動産業にやりがいを感じ情熱を
傾け、自分を高めていこうとする姿勢に強い
共感を覚えました。
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４月14日（日）：
08:30am: ホノルル到着
10:15am: 市内観光
14:00-17:00pm: ホテルにチェックイン後自由行動
17:30-21:00pm: カカアコ地区のラグジュアリーコンドミニアムでウェルカムレセプション
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成田空港出発ロビー
(Narita Intʼl Airport)

ホノルル市内観光
(Honolulu City Tour)

- Welcome Reception アナハ・レクリエーションルーム
(Anaha Recreation Room)
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４月15日（月）：
10:00am-13:00pm: ホノルルのコンドミニアムの視察 (ワイキキ、アラモアナ＆カカアコ地区)
13:30-17:00pm: オアフ島東部の戸建物件の視察 (ワイアラエイキ、ダイヤモンドヘッド、カハラ＆ポートロック地区)
17:30pm ~: 自由行動
18:30pm: ホテルにて解散

10:00 am
17:00 pm
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カラニイキ
(Kalani Iki)

ワードヴィレッジ
(Ward Village)
ホクア
(Hokua)

ポートロック
(Port Lock)

パークレーン
(Park Lane)
ダイヤモンドヘッド
(Diamond Head)
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４月16日（火）：
10:00am: パールハーバーを見学
12:30-15:00pm: エヴァ＆カポレイ地区の視察
16:00-17:30pm: コオリナ地区の視察
18:30pm: ホテルにて解散
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エルクスクラブ
(Elkʼs Club)

10:00 am

14:00 pm

カネオヘ
(Kaneohe)

ホオプリ・セールスセンター
(Hoʼopuli Sales Center)

エバビーチ
(Ewa Beach)
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４月17日（水）：
12:00~13:45pm: アラモアナSC St.Johnブディックにてファッションショー (参加自由)
~ 17:00pm: 夕方まで終日自由行動
17:45-21:00pm: フェアウェルディナー (カイムキ地区

焼き鳥「あんどう」)
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- Fashion Show アラモアナSC：ブティック「セントジョン」
(Ala Moana SC: Boutique“St. John”)

- Farewell Dinnerフェアウェルディナー：カイムキ 焼き鳥「あんどう」
(Kaimuki: Yakitori “Ando")

- Hawaii Real Estate Market Study -
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ハワイの不動産マーケット市況
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左のチャートは、ホノルルを
中心としたオアフ島の既存住宅
の毎月の中間価格を、1998年か
ら2019年11月までの20年間の
物件価格推移で示しています。
青が戸建てで、赤がコンドミニ
アム(日本でいうマンション)で
す。日本とは違い、ハワイ(米国)
の不動産は、自宅に手をかけて
いるため、つまりアップグレー
ドをしていることもあり、長期
に保有するとその価値は上がり
ます。この20年間で、戸建てが
2.8倍、コンドが3倍と数字が物
語っています。特にハワイは、
長期の保有(通常8年から10年)を
すれば、米国の中でもキャピタ
ルゲインが得られるところでも
あります。
このチャートは、オアフ島と米
国、そして他の諸州の価格推移を
比較したものです。グレーの部分
が前回のリセッション時です。カ
リフォルニアやフロリダの都市で
は、価格がピーク時から60％以上
も下がるところもありました。ホ
ノルルは21％減少しましたが、わ
ずか2年で回復し、その後は
チャート(赤の部分)のように、価
格は毎月のように上下運動を繰り
返しますが、安定して上がってい
ます。都市別では、全米で最も住
宅価格が高いのは、サンフランシ
スコ、サンノゼで、ホノルルは3
番目です。トップ10には、ワシン
トン州のシアトル以外は、カリ
フォルニアからランクインしてい
ます。
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