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ハワイ不動産 投資のホンネ 
 

ブログやメルマガには書けないハワイ不動産投資のホンネをお話ししちゃいます！ 
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ローンを組んでもハワイの物件は買うべきか? 
 

日本在住の方であってもハワイで不動産を購入する際にローンを組む事はできますが、い

くつか注意点があります。 

まずローンを組める物件と言うのは「フルキッチン」が付いている物件に限られます。フ

ルキッチンの定義は家庭用の通常サイズの冷蔵庫、シンク、調理台（ガスまたは電気）で

す。この 3 点が揃わないとフルキッチンとは言いません。フルキッチンがある物件ですと

通常のレジデンシャルの物件として扱われローンを組むことができます。 

コンドテル(ホテルとコンドミニアムが合わさった分譲のホテル客室物件)はミニバーやキチ

ネット等しかないのでこれには当てはまりません。レバレッジを効かせててローン組んで

物件を買うことも可能ではありますが、不動産管理をしてもらう管理会社への手数料、固

定資産税、その他諸々の諸経費を合わせて月々のローンと経費が支払えるかどうかという

ことがポイントになります。 

バケーションレンタルとして貸し出した場合にはハワイ州に GET4.5%、TAT（180 日

以下の短期レンタルに掛かる税金）9.5%を支払う必要があります。また固定資産税は別荘

の場合は税金が高く設定されています。住宅ローンは外国人の場合、ローカルが受けられ



ハワイ不動産 投資のホンネ 

 

 2 

るローンのプラス 1%程度と考えてください。（例：現在ローカルの住宅ローンの金利が

3.5%である場合、外国人は 4.5%程度になります。） 

もし月々のバケーションレンタルでの収入が固定費を下回ってしまった場合には持ち出し

になりますからここでは為替のリスクが出てきます。思っているよりもおそらく経費もか

かってくると思いますので、貯蓄などで余裕があればローンを組むことも良いと思います

がギリギリの所での支払いになる場合にはローンが組まずにキャッシュで購入してバケー

ションレンタルとして運用すると言うのが賢い方法だと思います。 

参考までに、ローンを組んで購入が可能なバケーションレンタルの物件として皆さんが、

おそらく聞き慣れている物件としてはイリカイホテル、ワイキキバニアン、アイランドコ

ロニー、などが挙げられますが気をつけなくてはいけないのは購入を検討している物件が

所有権の物件であれば問題はないですが、借地権の物件の場合は借地権期限マイナス 5 年

までのローンしか組めないというルールがあるのも覚えておいたほうがいいと思います。

例えば借地権付きの物件で借地権の期限が 2040 年だとすると 2035 年までのローンに

なり、こういった物件は 30 年の住宅分ローンが組めないので注意が必要です。 

ローンを組んででも買った方がいいですよ、ハワイの不動産市場は安定した市場ですか

ら・・・、自分が使用しない時には貸し出せますし・・・と安易に勧めてくるエージェ

ントには気を付けましょう。 

 

投資物件の管理手数料の相場は? 
 

投資物件として購入しバケーションレンタルとして運営する場合、自分がハワイに在住で

なければ不動産管理会社などと契約をする必要がありますが、バケーションレンタルの管

理手数料は長期賃貸の管理手数料よりも割高になっています。理由は 1 月の中でチェック

イン・チェックアウトの回数も多くその都度クリーニング、チェックイン・チェックアウ

ト確認業務、予約業務、修繕などの業務を委託するためです。相場としては低いところで

すと 20%くらいから 40%-50%取る会社もあります。またホテルが運営している物件に

関してはホテルに運営を任せると 50%は取られるところがほとんどですが、メリットとし

てはホテルのゲストと同様のサービスが受けられ、チェックイン、チェックアウト、ベル

サービス（チェックイン前・チェックイン後も荷物を預けておける）、毎日のハウスキー

ピング（タオルやシーツの交換など）もホテル滞在と同様に過ごせます。バケーションレ

ンタルとして他の業者を通しての滞在の場合は上記のサービスは受けられません。どのよ

うに使用したいのかも検討する必要があります。 

ハワイはアメリカ本土またはヨーロッパなどから来る観光客も多いので、そういった顧客

を見逃すことは稼働率を低くする可能性もあります。日本人のオーナーさんは日本人のお



ハワイ不動産 投資のホンネ 

 

 3 

客さんの方がきれいに使ってもらえると言うことで「日本人のお客さん向けに貸し出す」

ことを好むオーナーさんもいらっしゃいますが、稼働率を考えるとそれだけに絞ってしま

うのは賢い選択ではないと思います。 

よって不動産管理会社もハワイのローカルの不動産管理会社、バケーションレンタルを専

門としている不動産管理会社も検討しておいたほうが良いと思います。契約をする際には

まずは 1 年間の契約を取り、稼働率、支出・収入などを全て 1 年後にレビューしてあまり

パフォーマンスが良くなければそこで不動産管理会社を切り替えると言うことも必要だと

思います。 

現に競争も激しい業界ですので、いろいろな特徴を持った不動産会社がありますので見直

しの際には色々とオーナーから不動産管理会社に質問して最終的に決めるということが大

切です。 

不動産購入時には担当のエージェントに 2-3 社管理会社を紹介してもらいましょう。

合い見積もりを取ることが大事です。 

 

 

こんな管理会社には注意！ 
 

日本でも airbnb などのバケーションレンタルのサイトを利用しての投資物件の運営が日々

話題に挙がっていますが、ハワイでも民泊に関しては様々な課題を抱えています。本来は

日割りのバケーションレンタルをしてはいけないコンドミニアムでの短期バケーションレ

ンタルの貸し出し等を違法にしているオーナーさんまたは不動産管理会社があると言うの

も事実です。 

そういった時に購入の段階で「今はグレーゾーンなので、本来はダメですがみんな他もや

っているのでうちで管理しますよ、でもこの後規制が厳しくなればバケーションレンタル

を短期で貸し出せないなくなるかもしれませんのでその点のみ了承してください」などと

言う不動産管理会社には注意が必要です。 

摘発された際には不動産管理会社は痛い思いをせず結局大変な思いをするのはその物件を

購入し所有しているオーナーさんなのです。日割りで貸し出せるバケーションレンタルの

日割りのレンタル料と長期賃貸の家賃では全く数字が違ってきてしまいます。購入をする

際にも管理を依頼する際にもこの物件が合法にバケーションレンタルできる物件なのかと

いうことをきちんと確認をして、必要であればハワイ州のサイトなどを利用して大丈夫か

どうかと言うことを購入前に確認をする必要があります。 
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アクアホテル系列、アウトリガー系列のホテルのコンドテル以外にコンドミニアム（分譲

マンション）でも時に短期貸しを許可されている物件があります。これは法が変わる前に

短期賃貸のサーティフィケートを州から受けた特別な物件で 2 年ごとに更新する必要があ

り、一度更新を怠ってしまった場合には 2 度と申請は出来ません、そこで無効になります。

下記のリンクが短期賃貸を許可されている物件です。コンドミニアムの名前があってもこ

の表の中のユニットでなければバケーションレンタルは可能では無いので気を付けてくだ

さい。（オアフ島全域の物件が載っています） 

Nonconforming Use Certificates 

http://www.honoluludpp.org/Portals/0/pdfs/HotIssues/NUCreport.pdf 

＊違法バケレンの摘発を受けると 1 泊につき$1,000 の罰金が課せられる可能性があ

るので注意！ 

 

 

投資として買うならこのエリアがお勧め 
 

日本人向けのメディアではワイキキやアラモアナそして今話題のカカアコの物件が非常に

多くなっていますが実はそれ以外にも投資物件として魅力的なエリアがたくさんあります。 

Waikiki やカカアコが日本人向けの広告で多い理由は日本人のお客さんは築浅物件、新築物

件を好む傾向があるからです。ただし古い物件であっても節税対策などでメリットがある

物件もたくさんあります。アメリカの不動産は古くなったからといってそれだけで 

そういった物件は郊外のエリアに多く不動産上昇率が高いのも事実です。ここにある不動

産のエリア別上昇率の数字ですがワイキキのコンドミニアムは過去 5 年間にたった 1.4%

しか上昇をしていないと言う事が分かります。一方他のエリアを見てみると、例えば西の

はずれのマカハ地区はコンドミニアムでもかなり上昇率が良いのが分かります。またカネ

オヘ、カイルア地区のコンドミニアムの上昇率も高くなっています。こういったエリアは

古い物件も多いので節税を希望されている投資家のみなさんには非常に魅力的なエリアと

もいえます。 

こういったエリアではバケーションレンタルは不可能ですので半年以上の長期賃貸として

貸し出すことが可能です。需要も高いのでそれほど空室にならないで貸し出せると思いま

す。特にカネオヘとカイルアは軍の関係者がたくさんいるため賃貸物件の需要も高いエリ

アです。マカハ地区に関しては Waikiki やアラモアナなどに比べるとまだまだ購入しやすい

価格帯になっています。10 万ドル台から購入可能です。（Studio） 

http://www.honoluludpp.org/Portals/0/pdfs/HotIssues/NUCreport.pdf
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2017 年 10 月末データ  

 

median =中間価格 

condo= コンドミニアム 

mos inv= 現在売りに出ている物件の在庫。例：５であれば 5 か月経つと今売りに出てい

る物件が全てなくなるという意味。数字が低ければ低いほど売り手市場になる。 

黄色の部分はオアフ島全体の 5 年間の物件上昇率 22.5％よりも高いエリア 

ハワイ不動産投資は目的をはっきりしておかないと失敗します。自分が旅行に行った際

に使うのであれば自分の好みに合わせて（滞在中の過ごし方など）探す必要があります

が、Buy & Hold（長期賃貸物件として貸し出す）場合は自分の趣向は関係なし。あく

までも投資として良い物件なのかどうかがポイント。その辺が曖昧な方も多い。単にハ

ワイに物件が欲しい・・・という安易な考えだと物件も絞れません。 

そして・・・利回りだけで考えたらハワイは理想の投資先ではないかもしれません。全

米にはもっと利回りの高いエリアが沢山あります。それ以外の理由でハワイでは投資を

すべきです。 

 

 

バケーションレンタルの稼働率が分かってしまうサイト！ 
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インターネット上で日本語で見れるサイトや日本語の媒体等には出て来ませんが、英語で

色々と検索をすると便利なツールが世の中には多くあります。 

ハワイでバケーションレンタルの物件を購入した場合に実際にはどのぐらいの稼働率で運

営されているのかということが購入前に一番気になるところです。そういった時に利用で

きるのがこのサイトです。このサイトは気になる物件の住所入れると airbnb で貸し出され

ている場合にそのデータが瞬時に出てきます。1 泊につきいくらなのか、どのぐらいの稼

働率で動いているのかなど投資を検討されている方々には非常に便利なサイトです。しか

もそれは無料で利用できます。 

ハワイを含めアメリカの不動産の情報を日本語で収集しようとすると限界があり、必ずし

も更新されたデータでなかったり、日本人の偏った見解であったりすることもあるかもし

れません。実際にはそれ以外にとても便利なサイトがあったり、信頼できる業者がいた

り・・・ということも日本語だけで検索しているとなかなか見つかりません。やはり日本

語と英語両方に強いエージェントを探すことが一番のカギだと思います。 

 

参考資料：https://www.airdna.co/ 

 

 

広告で観る物件は相手が売りたいから載せている 
 

日本語の広告媒体で目にする物件は相手が売りたがっている物件でしかなく、貴方が希望

している物件とは限りません。かなり限られた情報です。 

バケーションレンタルとしてはワイキキ、西部のコオリナ地区、ノースショアの一部位し

か検討できる場所がありませんが長期賃貸に貸し出す物件であればオアフ島全域に可能性

があるという事を覚えておいてください。自分が使用するのでなければホノルル市内以外

にも可能性が沢山あります。 

 

参考資料：ハワイ不動産 賃貸＆購入物件の探し方無料ウェビナー 

 

 

 

https://www.airdna.co/
http://hawaiiseminar.weebly.com/feewebinar.html
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最後に・・・ 
 

私が最初にアメリカで不動産を購入したのは 25 歳の時、カリフォルニアのサンディエゴ

で購入したタウンハウスが初めてでした。 

趣味といえば毎週日曜日に開催されるオープンハウスを見て周る事。古い家、新しい家、

ユニークな家・・・色々な家を見て周りながら目を肥やしていきました。 

不動産取扱士の資格を取ったのも自分の将来の不動産投資にプラスになると思ったからで

す。単なる購入者としてでは分からなかった法律、専門的な知識などを得られて本当に良

かったと思います。 

それだけでは満足できずに今年は新たに CIPS（国際不動産スペシャリスト）という資格を

取得し、世界中の不動産について勉強しました。世界中に 3500 人しか有資格者がいない

のですが、これを取ることによって自分のお客様がどこの国の物件を購入される際にも最

適なエージェントをご紹介できるネットワークが確立できました。 

投資は情報と人脈が命です。世の中の流行、噂などだけに振り回される事無くこれからも

正しい情報、より相手にとって有益な情報を提供していきたいと思います。 

 

Hawaii Lifestyles Services LLC 

美千代タワー 

88 Piikoi St., #404 

Honolulu, HI, 96814 

Info@hawaiilifestyles.net 

Tel: 808-262-7501 

Hawaii Lifestyles Services All Rights Reserved.  

*掲載されている情報は時間経過による変化も含まれるため更新を努めておりますがその完

全性、正確性等についてはいかなる保証もいたしません。最新の情報に関しましてはお気

軽にお問い合わせください。 
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