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Homes Discovered Hawaii
ハワイ不動産サービス

E Komo Mai. ようこそ、

ハワイ不動産取引への第一歩へ。

自然の美しさ溢れ、ラグジュアリアスなライフス
タイルまでも満喫できる永遠のパラダイスのハワ
イで物件購入をお手伝いさせて頂けるこの機会を
光栄に思います。

まず、このパンフレットを通じ、弊社Homes Dis-
covered Hawaii とエージェントのご紹介とハワイ
不動産取引を開始する為の登録に必要なご説明を
させて頂きます。 
不動産取引は、一人一人のクライアント様、そし
て物件によりけり様々な要因が変わりますので、
実際の購入時、様々な詳細は確認させて頂きま
す。

ご質問、ご要望はいつでも直接ハワイ不動産エー
ジェント、プライス・まりあ   RA, Vice President 
までお問い合わせ下さい。 
税金や名義人指定など、法律や経済に関わるご質
問は、税理士や弁護士の方にもご相談ください。
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オアフ島の日の出。

1888 Kalakaua Ave. C312
Honolulu, HI 96815 USA
Direct: +1-808-722-2705
RB-21699
http://www.homesdiscoveredhawaii.com
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ハワイ不動産・エージェンシーの仕組
み
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Buyer Agent 契約をして安心・頼れるハワ

イ不動産購入を

ハワイ不動産会社 Homes Discovered 

Hawaiiは、ハワイ州公認不動産免許所持、

不動産協会所属ブローカー、認証済み

REALTOR®である為、アメリカ不動産で最

Your Exclusive Buyer Agent

Maria Price, RA
Vice President      RS-80869
+1-808-722-2705
mpmpassociates@gmail.com
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も仕切りの高いスタンダードでハワイ州不

動産取引を行っております。

ハワイ不動産の仕組み 

アメリカ合衆国の不動産取引は、州により

法律が異なり、その州それぞれに認定され

ている不動産免許を所持しているエージェ

ントが不動産取引のサービスを行えます。

その為、このパンフレットでは、ハワイ州

の不動産取引のみに関した情報を載せさせ

て頂きます。

ハワイ州で不動産の取引を行える不動産

エージェントは、エージェント自身がハワ

イ州公認免許所持者であり、更にハワイ州

公認ブローカー免許を所持しているブロー

カレッジに所属している事が義務付けられ

ています。

ハワイでの不動産取引は、売り物件に対し

てセラー不動産エージェントが付き、買う

側にバイヤー不動産エージェントが付きま

す。

エージェントなくオーナー様とバイヤー様

が直接取引をすることはもちろんできます

が、州の法律が様々あるのと、プロセスの

全てをきちんと熟せる様、プロのRealtor®

免許を持つエージェントを付ける事が推薦

されています。

Buyer Agentとは、不動産を購入する方を

代表するエージェントの事を言います。

物件リサーチからショーイングの手配、即

気に入った物件にオファーを出せ、購入で

きるフル不動産購入サービスです。

オファーを出す時点の交渉や、エスクロー

に入ってからの手順がきちんと済んでいる

か等、無事クロージングできるまでのフル

サポートが含まれています。 

特にラグジュアリー物件は、クライアント

登録のしてある方のみにショーイグOKの

所がほとんどで、ショーイングもアポを取

る必要がある為、エージェントがいる事が

重要になります。

トップレベルのバイリ

ンガルサポート、そして

ハワイにて必要なロー

カル力を両立したハワ
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イ不動産フルサービスを提供している弊社

副社長プライスまりあ  RA   RSー80869 が

バイヤーエージェント担当をさせて頂きま

す。

「東京出身のバイリンガル育ち。３人の子供達はハ

ワイに暮らして７世代目になる家族をもつ。ハワイ

不動産もファミリー内では３世代目で、サポートが

強いバックボーンをもつ。日本の大手出版紙のコー

ディネーションも様々手掛け、ハワイのローカル紙

や雑誌でもインタビューで取り上げられる程コミュ

ニティーにも影響力を持ち、ハワイビジネスにも経

験豊富。　

グローバルな暮らし方、世界を渡るライフスタイ

ル、そして様々なハワイでのライフスタイルを把握

しているからそれぞれのニーズに合った不動産選び

をサポートできる事を光栄に思っている。」

バイリンガルサービスの強み

日本語でご案内できるだけではなく、完璧

な英語力とアメリカビジネスの把握をして

いるエージェントがつくハワイ不動産取引

の為、プロセスを良く把握しているプロが

チームに加わります。

日本の人からは親しみのあるハワイでも、

不動産取引は全て英語の書類や交渉の取引

の為、エージェントが完全な言語力がある

のは強い味方になると信じております。

購入後の物件管理サービスも行なっている

為、レンタルの可能性を考える事もできま

すのでご相談ください。

日本語対応できる他不動産取引関係サービ

スもご紹介しております。

 
クライアント様一人一人を中心にしたサー

ビス

ハワイ不動産購入にあたっては、様々な使

用目的やご希望があります。

その為、クライアント様一人一人のご希望

やニーズを取り入れ、カスタムでハワイ州

全てのアクティブリスティングから検索致

します。必要な場合は、オフマーケットリ

スティングからも検索可能だったり、なる

べくお気に入りの物件を選べ、満足のいく

ハワイ不動産購入を目指しております。

リサーチも、ショーイングツアーも全てカ

スタムオンリーになります。ハワイ不動産
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マーケットは物件の売買がコンスタントの

ため、ご購入タイミングが近い、または直

ぐの場合にショーイングツアーを組みま

す。

予習用には、詳細が付いた様々なリスティ

ングのリストをメールでお送りします。そ

こからお気に入りや、好き・嫌いを言って

頂き、ベストの物件のリストを作成し、

ショーイングツアーを行います。

もちろん、クライアント様のご事情など

様々ありますので、まずは何でもお気軽に

ご相談ください。

バイヤーエージェンシー契約でExclusive 

クライアント登録

バイヤーエージェントとしては、バイヤー

様に対して成約を頂ける場合、無料でハワ

イ不動産購入のフルサービスをご提供でき

ます。そして、バイヤー様のエージェント

として、物件紹介（州で売りに出ている物

件の全てから）や購入手続き、書類作成

等、成約までフルサポート致しておりま

す。成約時に売り側から成約報酬を頂くシ

ステムになっています。バイヤーエージェ

ンシー契約をして頂いたクライアント様に

は、トップレベルのハワイ不動産サービス

を提供できる様、毎日心がけております。

カイルアビーチ
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トップクラスのアメニティーのつ

くラグジュアリーコンドミニアム



ハワイ不動産基礎知識
3

主なハワイ物件タイプ

一戸建て Single Family Home は、土地＋

建物の全てを指します。物件によっては、

ゲート付きコミュニティーに入っている物

件もあります。 特別な許可がない限り、３

０日未満は貸し出し不可になります。

コンドーミニアムからコンドーテル
の違い、月々の管理費などの注目点
の簡単なご紹介。
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コンドーミニアム 

ワイキキを含めたホノルル各所をメインに

並ぶコンドーミニアム。アメニティーの

揃ったラグジュアリー物件から、学生向け

のアパートなどタイプは様々です。一戸建

てに一番似てるタイプのタウンホームもコ

ンドーミニアムの一種になります。リゾー

トパーミットが無い場合は、３０日未満は

の貸し出しは、不可になります。ビルの多

くは更に、３ヶ月や６ヶ月未満の貸し出し

を不可している所もあるので３０日ミニマ

ムで貸し出せる物件は人気が高いです。 弊

社の様な物件管理をしている不動産サービ

スを使用して貸し出す事も可能です。

 
コンドーテル 

コンドーミニアムとホテルを掛け合わせた

用語。３０日未満貸し出しを出来るコン

ドーミニアムは、コンドーテルになりま

す。ビルによってルールは違いますが、管

理しているホテルのホテルプールに部屋を

預け、貸し出す事が可能なプログラムが多

いです。弊社の様な物件管理をしている不

動産サービスを使用して貸し出す事も可能

です。

他にも物件タイプはございますのでその都

度ご相談ください。

Fee Simple 対 Leasehold

Fee Simple (FS)とは、購入後、土地の権利

も全て付いてくる物件になります。

Leasehold (LH)とは、土地は借りたまま

で、improvement（建物など）のみを所有

する物件購入になります。 

その為、月々リースレントも発生致します

し、リースの期限が切れたり、リースレン

トが上がる可能性もあります。表記されて

ある物件購入価格が安い場合は、リース

ホールドの物件の可能性が高いので要

チェックしてください。フィーを購入でき

る機会が出てくる可能性もあります。

購入手続きについて

基本的は、購入時に必要な残高証明・ファ

ンディングの証明のご用意ができていれ
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ば、オファーはできる状態です。以下、簡

単に省略した購入手続き順です。オファー

を入れてから通常３０−４５日成約までに

かかります。フルキャッシュの場合、最短

で１４日間で成約になります。

コンサルティング 

まずは、お電話や直接ハワイでお会いして

コンサルティングを行います。その際に、

クライアント様のお探しの物件のご希望

や、ご購入タイミング、使用目的などをお

聞かせください。

クライアント様登録 

物件リサーチを開始する前に、クライアン

ト様ご登録を頂きます。簡単な バイヤー

エージェント契約書にサインして頂きま

す。 担当バイヤーハワイ不動産エージェン

トであるお約束になります。お会いした際

に紙面上、又はメールでお送りし、オンラ

インで簡単にサインできる書類になりま

す。 

その他物件管理などの別の不動産サービス

は別相談・契約になりますのでご了承、ご

相談ください。

Search 物件リサーチ　 

コンサルティングでお聞きしているご希望

を基に、物件詳細が付いたリストをお作り

し、メールでお送り致します。ご確認後、

お好みの物件を見出せる為のステップにな

る為、ご感想をお聞かせください。

Showing ショーイング　 

購入準備が整ったら、実際に内見ツアーを

致します。気に入った物件があったら即オ

ファーを出せる様、残高証明などファン

ディングの確認準備を整えてからになりま

す。選んだ物件や気になる物件をエージェ

ントが同行し内見致します。

Make an Offer オファーの提出　 

気に入った物件があればオファーを提出し

ます。提出するオファー自体がその後購入

する事が確立されたらそのままその物件購

入に使用するPurchase Contract （購入契

約書）の基になります。

Acceptance of Offer オファー OK!  

オファーがAccept された日から、オ

ファー時に提出した購入契約書の内容がカ

ウントされます。即、エスクローをオープ
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ン致します。オファーがOKされました

ら、通常直ぐにデポジットを支払うタイミ

ングになりますので、オファーを出す前か

ら送金できるプランでご準備ください。

Escrow エスクロー 

エスクローとは、ハワイでの不動産購入に

おける安全な決済方法です。エスクローの

中立業者を通して書類・購入手続きを行い

ます。

エスクロー業者は、中立的な立場から金銭

のやり取りや諸手続きを行なってくれま

す。その過程でエスクロー業者は、取引内

容から調査結果、各費用の明細までを全て

明瞭に公開します。

最短で１４日、通常３０～４５日で成約に

なります。

この期間中に物件の調査や受け渡し準備を

して頂きます。

実際ハワイでお会いした際、実際購入時に

使用する契約書類を見て頂き、タイムライ	

ンや必要行為のご説明を致します。

Closing 「クロージング・デー」が、成約

日で鍵がもらえる日になります。 

購入後 

Property Management（物件管理）, Tax 

Payments（税納め）, Resale （物件売り

出し）のサービス、ご相談も承ります。 

 
ハワイに銀行口座を開設したい場合は、マ

イナンバーカードをご持参頂ければ開設で

きます。ご紹介もできますのでお知らせく

ださい。

ハワイ不動産コスト

購入時：クロージングコスト 

エスクローサービスや、購入時に支払う出

費。物件価格によって異なりますが、

$1,000,000の物件で約$5000位のバジェッ

トをお考え下さい。購入時の保険やエスク

ローフィーが含まれます。

Property Tax 
年2回に分けての支払いですが、物件の詳

細（リスティング）には、月間に計算した
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額が掲載されています。オーナーさんの節

税できる率によるので、非居住者として

オーナーになる場合は、来年度からはマッ

クスの率になります。詳しくは、税理士に

ご相談ください。

Maintenance Fee  （if applicable) 管理費 

コンドーミニアム、ゲート付きコミュニ

ティーの場合、月々のお支払いになりま

す。ビルによって管理費に含まれている光

熱費やサービスが異なりますのでリスティ

ング上の詳細をご確認ください。 

メンテナンスフィーは、基本的には多少で

すが上がる可能性があります。エスクロー

中に確認出来る書類に詳細が載っています

が、ご考慮ください。

Repairs/Maintenance, Special Assess-
ments 他、修理など通常の出費ではないメ

ンテナンス費用のご考慮もください。コン

ドーミニアムのビルの修理などで大きな出

費が出る予定がある場合は、事前に内容を

確認できます。 

 
その他：

State Income Tax   
貸し出す場合、レント額に対して州に収め

る税金です。テナントに賄ってもらっても

OKであり、納税はオンラインでも可能で

す。 

１８０日以下の貸し出しの場合は、GE 

Taxの他に、TAT taxも収める必要がありま

す。

Income Tax 貸し出す場合、州と国（アメ

リカ合衆国）に支払う収益に対しての税金

です。

売る場合で非居住者の場合、HARPTA + 

FIRPTA税　がwithholdingされます。With-

holding とは、成約してからHARPTA と

FIRPTAで決められているパーセンテージが

差し押さえられ、その年度の納税をきちん

としてから差額の返金されます。現段階で

は、差額返金までに１８ヶ月程かかる予測

がされいます。 

1031exchangeと言い、投資目的物件を

売って、その後同様投資目的物件を決めら

れた期間内に購入する場合、収益に対して

税金を払わず、そのまま収益を次の投資目
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的物件購入にあて、税金の支払いを後回し

にできるシステムもあります。

税金、名義人の指定（会社名など）などの

ご質問などは、税理士・弁護士の方にもご

相談ください。この書類はご参考にお使い

ください。情報に漏れがある可能性がござ

いますので、何でもご質問などありました

らお聞かせください。
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