
ホノルルリアルター協会（HBR）は、「2021年1月のオアフ島の
既存住宅の販売は、昨年末からのプラス基調を維持し、前年同月比
で戸建てが9.8%、コンドミニアムは3.4%増加した」と発表しまし
た。戸建ての中間価格は883,000ドルになり、2019年12月から
14.7%、前月からは1.5%上昇し、中間価格の新記録を樹立しまし
た。コンドミニアムは前年同月比で5.4%上昇しましたが、前月の
455,500ドルから０.7%下落しました。

オアフ島の物件情報検索サイトのMLSを精査すると、戸建ては販
売から成約するまでの日数の中間値はわずか9日でした。また成約す
るまでの日数が短いだけでなく、戸建ての成約件数の半分以上に当
たる54.6%の物件には、複数のオファーがありました。コンドは、
成約までの日数は戸建てよりも長い18日でしたが、2020年1月と比
較すると45.5%も短縮しました。コンド市場の復調は、物件の約３
割が販売価格以上で成約し、この比率は前年1月の３倍以上です。
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販売から成約までの日数：DOM
1月のDOMの中間値は戸建てが9日、コンドミニアムが18日と、昨年の12月から
さらに短くなり、2020年の市場の好調さを継続しています。在庫数は戸建てが
1.4ヶ月分、コンドが3.3ヶ月分と短縮されたことが主な要因です。

販売価格vs成約価格：LP vs SP %
販売価格に対する成約価格の比率は、パンデミック禍の影響を受けたことで、戸建
てはこの5ヶ月間販売価格に対して満額か、それ以上で成約されています。コンド
ミニアムは98％台後半まで持ち直し、売り手市場です。

Source: Honolulu Board of Realtor

オアフ島の戸建てとコンドミニアム市場は順調
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NUMBERS
Pending Sales (成約件数)

633
Inventory (在庫数：何ヶ月分)

3.3
Number of Sales (販売戸数)

392

2020  $770,000
2021  $883,000

2020  $429,000
2021  $452,000

Oahu-1/21

2020  $815,000
2021  $1,030,500

2020  $487,500
2021  $557,000

2020  $777,500
2021  $980,000

2020  $562,000
2021  $560,000

2020  $448,000
2021  $450,000

2020  $430,000
2021  $469,500

Kauai-1/21
Maui-1/21

Hawaii-1/21
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オアフ島
Condo
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数字から見えること：
　ハワイ州の1月のマーケットは前年の好調さを継続し、戸建てもコンドミニ
アムもマウイ島を除いて価格が上昇しました。マウイ島のコンド市場は、前年
同月の562,000ドルから0.4%微減の560,000ドルで、パンデミック禍の状
況を鑑みれば好発進と言えます。

コロナ禍によりライフスタイルが変化し、戸建ての人気
が高まり、すべての郡で
販売戸数はプラスでし
た。ハワイ島は12.9%、
カウアイ島は69.7%、マ
ウイ島は18.8%、オアフ
島は9.8%、ハワイ州全体
で15.5%増加しました。
　 コンド市場も、いっと
きのコンド離れから通常
の状況に回復していま
す。マウイ島の0.2%の減
少を除けば、ハワイ島が
42.4%、カウアイ島が
90.5%、オアフ島が3.4%
の増加、州全体では7.5%
の増加でした。ハワイ島や
カウアイ島は、本土の人々
がセカンドホームを購入や
移住するなど、パンデミッ
クの影響によるものです。
　 2020年全体の数字はま
だですが、第3四半期まで
のデータを見ると、海外か
らの投資件数は1％（129
件 ） 、 金 額 は 2 ％
（$178M) に止まり、
2019年の半分以下でし
た。パンデミック禍でも投
資は続いています。地元ハ
ワイの取引が占める割合は
10,493件（82.20%) 、金
額は67億ドル（$6.7B、
75.28%) に達します。市場
は安定しており、残りの21
億ドルの半分はカリフォルニ

ア州、ワシントン州、オレゴン州などの西海岸の州
が占めています。

Poll Results
Inventory by Price Range
価格帯別の在庫数  (何ヶ月分)

Less than $475,000          	   1.7ヶ月
$475,001~$650,000           	 1.1ヶ月
$650,001~$800,000           	 1.1ヶ月
$800,000~$1.1M                	 2.0ヶ月
$1.1M~$1.9M                    	 3.7ヶ月
$1.9M~and Above          	 13.2ヶ月

オアフ島
SFR
戸建て

Statewide Housing Statistics: January, 2021
ハワイ州内の既存住宅販売戸数：2021年1月時
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