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970 Waiohinu Dr, Honolulu HI 96816
ホノルル市　970　ワイオヒヌ　ドライブ
地区：カハラ
価格：＄5,250,000　土地付き
TMK : 135-009-056
MLS: 201506061
土地面積：406 坪
屋内面積：348㎡
ラナイ面積：140㎡
屋内その他：18㎡
2台分ガレージ：42㎡
ベッドルーム数：3
バスルーム数：4  full / 1 half
築年/リモデル年：2013年/2015年
固定資産税：＄908/月　(2015年)

美しく佇むアフリカンマホガニーの玄関扉を開くと、そこはまるでラグジュアリーリゾートを思わせ
るような邸宅。
世界の高級リゾートをいくつも手掛けてきた著名な地元建築家、Melvin Choy氏と邸宅オーナーのこ
だわりが家の隅々まで行き渡っています。水の流れを意識した造園はMonaghan Landscape Archi-
tects 社によるもの。屋内外のデザインはMCY Interior Architecture社が統一しました。
すべての部屋は個々に独立したピラミッド型の高い天井の棟からなり、中庭に面した廊下でつながっ
ています。この廊下は建物のアンティークカラーと調和したアンデスゴールド・トラバティンを使
用。臨む中庭にはハワイの植物、ココナッツ、プルメリア、色鮮やかな蘭がふんだんに溢れ、プー
ル、ジャクジー、バーベキューは最高のプライベート空間を演出してくれます。
屋根はサンタフェ・クレイタイル、雨樋はすべて銅製でハワイの雨や嵐に備えた耐久機能やセキュリ
ティーシステムも考慮しました。ガレージにもエアコンを設置、床はポーセリンタイルでティークウ
ィールストップを施し、この邸宅のフロントはラバロック（溶岩石）と芝生が特徴です。
マスターベッドルームは離れにある一層プライベートな空間で、バスルームからは直接プールとジャ
クジーへとつながっています。
ツインのゲストスイートを奥に行くと別棟のリビング・ダイニング＆キッチンに辿り着きます。ガラ
ス扉を全開した瞬間、中庭と段差の無い屋内外がより融合した空間に。更にリビングの奥には2.5メ
ートルの巨大スクリーン付きシアタールームが防音完備で設置されています。
この邸宅はカハラ地区のワイアラエ・カントリー寄りで、カハラホテルやビーチへも散歩が楽しめる
距離に位置しています。
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(Living HI Style by Hawaii 5-0 Properties, Inc.) 
 

ハワイ5-0 プロパティーズのウェブサイトへようこそ。 
 
弊社は1989年に代表Dr. キャサリーン・カガワが設立した地元に精通する経験豊かな総合不動産会
社です。キャサリーンは国際ビジネスと国際商事法の学位を持つエキスパートとして、また過去に
は知事から任命され州議会で承認されたリアルエステートコミッショナーとしてハワイの不動産業
界を監督して参りました。現在はホテルや商業ビル、邸宅の売買、開発業者としても幅広く不動産
ビジネスに携わっています。

最近ではトランプタワー、リッツカールトンレジデンス・ワイキキビーチ、ワードビレッジなど、
ラグジュアリーコンドをお客様にご紹介するトップブローカーの一社としても知られており、新開
発物件の情報をいち早くご提供いたします。

物件の売買取引の他、バケーションレンタル、物件管理をはじめ、会計士や弁護士など各専門家の
ご紹介なども日本語にて対応させていただきます。

  
弊社サービス内容：

• 幅広い知識を活かし不動産市場、地域・治安情報をご提供します。 

• 売主様、買主様への市場分析：お客様の所有する物件またはご希望のエリアで実際に売却
された価格など情報を基にアドバイス。 

• 改装・修理のご相談とアドバイス、セキュリティや清掃の手配または ご紹介。 

• 物件ご購入後も弁護士や公認会計士のご紹介、銀行口座設立をサポート。 

• 邸宅管理（月１－２回の定期検査） 

• 賃貸管理のサポート



ハワイ不動産マーケットの概要

ハワイはアメリカ５０州のうち、最後に出来た州で、８つの島から成っています。年中を通して温
暖なハワイは美しい自然に囲まれて住み易く、多くの観光客を魅了して止みません。
世界有数のリゾート地、ワイキキはオアフ島のホノルル市内に位置し、この島の人口はおよそ９８
万人でハワイ州全体の８割を占めています。カイルア、ハワイカイ、ハワイロアリッジ、カハラ、
ダイアモンドヘッドなどの高級物件や、ラグジュアリーコンドが集まるカカアコ地区をはじめ、島
の西側に位置するコオリナリゾート地区も更に町並みが進化していくでしょう。
島内の物件はアメリカ本土と比べると、地価が安定しているため、世界中から投資目的やセカンド
ハウスを所有したい人たちが集まり、統計では主に日本、カナダ、中国、香港、韓国から多く、ア
メリカ国内ではカリフォルニア州からのバイヤーが圧倒的です。
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Ayako Ancheta 
アンチェタ 井手 彩子 

Broker-in-Charge, HI Licence  
#RB-21503

Hawaii 5-0 Properties

Cel l :  808.351.7151 
Office:  808.971.7711

Email: AA@hi50group.com 
www.LivingHIStyle.com 

 
アンチェタ 井手 彩子 (アンチェタ　イデ　アヤコ) 

神奈川県鎌倉市生まれ。立命館大学哲学科心理学部卒業。

貿易商の父親に伴い、幼少期はオレゴン州で過ごす。大学時代は入
学年よりプロのボディボーダー として活躍。彼女のスポーツ精神
と情熱が勉学との両立を成就させた。

2000~2005年はボディボードの世界ツアーに選出され、ベストスコ
アはオーストラリア大会時とハワ イのパイプラインで世界3位に輝
いた。特技スポーツはこの他にもヨガ、水泳、乗馬など。

プロとしてのボディボード経験は、同時に家族や友人をはじめ周り
の人に対する大切な思いやりを も育んできた。 
 
クライアントに対するサービスも全力投球で提供するため常にエネ
ルギッシュに邁 進する。

全米リアルター協会 (NAR) 協会員、ハワイ州リアルター協会 
(HAR) 会員、ホノルル・リアルター 協会 (HBR) 会員、ハワイ州公
認ブローカーズ・ ライセンス(R)取得、SFR (ショートセール、フ
ォー クロージャー専門資格）取得、SRES (シニア向け不動産専門
資格）取得、ABR (バイヤー専門資格) 取得、MRP (ミリタリー・リ
ロケーション専門資格）取得。

ABOUT 

一棟 多代　（いちむね　たよ）

広島県生まれ、奈良県生駒市で３世代６人家族の中で育つ。両親とも教
員であった。１５歳の時、ワシントン州にホームステイしたきっかけで
高校時代から渡米、南カリフォルニアでハイスクール、カレッジを卒業
した後、ロサンゼルスで日本航空入社。１９９５年からは米国系航空会
社でフライトアテンダントとして飛び始める。子供の頃から望んでいた
職業であった。

１９９９年ロサンゼルスからホノルルに移住し、主にホノルルと日本の
間を乗務しながら今日に至る。米国生活は２８年目。

彼女の特質は持ち前のバイタリティと人とのコミュニケーションを大事
に育ててきたこと。早くから親元を離れ外国暮らしを体験したことで、
人の絆の大切さを知り誠実に人と接する事を心がけてきた。好きな仕事
を続けながら日米に多彩なネットワークを築いてきたことが、彼女の財
産である。 

日米を中心にアジア太平洋地域で活動している国際不動産ビジネスコン
サルタントの夫とともに、プロフェッショナルとしての研鑽を積み、リ
アルターの仕事をライフワークとしてチャレンジしていこうと考えてい
る。

全米リアルター協会(NAR)会員、ホノルル・リアルター協会(HBR)会員、
ハワイ州リアルター協会(HAR)会員、ハワイ国際不動産評議会（HIREC）
会員

Tayo Ichimune, (RA)
REALTOR-ASSOCIATE®

Hawaii 5-0 Properties 
 

Cell: +1(808)780-3621
Office: +1(808)971-7711

Email: tayo@ hi50group.com
www.LivingHIStyle.com



Takashi Misawa 
三澤剛史 

Hawaii 5-0 Properties 
 

Cell: 808.679.1448 
Office: +1(808)971-7711 
国内: (090)6565.9968
国外: +81.90.6565.9968

Email: takashi@hi50group.com
www.LivingHIStyle.com

三澤 剛史 (みさわ　たかし)

東京都出身。渡米は1980年、ビバリーヒルズ・ロデオドライブでフ
ェンディ(FENDI)のフランチャイズ事業を展開する叔父をサポート
することがきっかけだった。不動産取引の経験は1989年にビバリー
ヒルズで高級物件を専門に取扱うアルバレス・ハイランド・アン
ド・ヤング社（Alvarez, Hyland & Young: 現在のヒルトン＆ハイ
ランド社の前身）に日本人初のリアルターとして所属したことから
始まる。

1991年には当時全米で最大のフランチャイジーであったプルデンシ
ャル・カリフォルニアリアルティ(Prudential California Realty)
国際部門のディレクターとして迎えられ、フランチャイズ母体のプ
ルデンシャル・リアルエステイト・アフィリエイツ(PREA)と共にプ
ルデンシャルのグローバル・ネットワークの確立に邁進する。

彼の不動産ビジネスに対する情熱は優良物件を取扱うことに留まら
ず、国際不動産スペシャリスト (CIPS)のインストラクターを務め
たり、不動産業界の組織団体が国際的な関係を深めるためにも貢献
してきた。全米リアルター協会 (NAR)では2008年まで過去17年間に
わたり日本人として初めてアジア・太平洋地区の統括責任者や日本
担当に任命され、日米はもとより、シンガポールやマレーシア、タ
イ、フィリピン、香港、中国などの不動産協会とのネットワーク構
築や業務提携にも尽力してきた。

2012年には日欧の関係構築にも携わりイギリスの英国王立チ
ャータードサベイヤーズ協会 (RICS)の日本法人設立と、日本
の関連団体、不動産証券化協会(ARES)および日本不動産鑑定
士協会、日本不動産研究所との提携関係を結ぶ際の仲介役を
務めた。

三井不動産リアリティ、リクルート等の顧問も過去に務め
る。不動産業界組織や関連会社の国際不動産コンサルティン
グ業務のほか、セミナーの講演、執筆も行っている。

ABOUT 



 
ご購入までの流れ 

 

1. 候補物件の選定： ご予算やロケーションなど、購入条件に合わせてご案内。 

2. 物件視察（内覧）： 現地で予約を手配し実際に物件を視察。 

3. ３. ご購入の申し込み：アメリカの不動産取引は全て書面で執り行われます。希望する物件にはまず購入
契約書を作成してオファーを出します。 

4. 売買契約の合意：売主と買主の双方が金額や諸条件に合意すると契約成立。 

5. エスクロー口座開設：エスクロー制度は日本に無いシステムです。エスクロー会社は中立的な第三者の機
関で売主と買主の間で契約書に基づき登記までのプロセスを担当します。 

6. 手付金のお支払い：契約書で指定された日にちまでにエスクロー会社の口座に入金していただきます。 

7. 物件の名義調査：エスクロー会社により売主が所有する該当物件に瑕疵がないか（税金の未納や改装時の
工事金額の不払いなど）を調査。 

8. ホームインスペクション：プロのホームインスペクターが該当物件に欠陥がないかを検査。 

9. 物件情報書類の確認：売主側からコンドミニアム関連書類（Condo Docs）や測量図など提供されます。 

10. 第二手付金のお支払い：ホームインスペクションにクリアした時点で追加の手付金を振り込みます。 

11. シロアリ検査：指定した会社にシロアリ調査を遂行してもらいます。 

12. ローン承認：住宅ローン（モーゲージ）を組まれるお客様は、エスクロー開設直後に金融機関からの承認
レターを売主に提示。ローン申請後は承認が下りるまで待ちます。 

13. 証手続き：日本在住のお客様は公的書類の公証手続きが必要です。ハワイに居る場合はエスクロー会社で
直接書類に署名していただきます。 

14. 物件の最終点検：引渡し前に物件が万全な状態であるかチェック（ファイナルウォークスルー） 

15. 残金のお支払い 

16. 登記：エスクロー会社により登記手続きが行われます。 

17. 契約完了：物件の権利譲渡が完了し、買主様に家の鍵が手渡されます。

PURCHASING PROCEDURE



BASIC KNOWLEDGE OF PURCHASE:

ハワイ不動産購入の基本知識：

1. エスクローとは： 
エスクローとは政府が認定した第三者の中立的機関で、ハワイでの不動産取引は通常 エスクロー
会社を通して行われます。エスクローは名義調査や権限保険も扱っており、登記の日まで、売り
手と買い手の間に立ち、売買取引を進めてくれます。 

2. 住宅ローン（モーゲージ）： 
現在はアメリカ史上最低の住宅金利（３０年固定で約３.５％）となっており、頭金（通常２０
％〜）と所得収入の証明（過去２年間分のタックスリターン）を元に申請しますが、頭金の割合
によっては様々なローンのプログラムがあります。非居住者も審査のうえハワイでローンを組む
ことが可能です。この場合、通常頭金は約３０％－４０％必要となります。ローンでご購入の場
合は、どれくらいのローンを組むことができるのか最初に知る必要があります。予めローンオフ
ィサーに審査を打診することをお勧めします。 

3. FS（土地権付き）と、LH（借地権）： 
土地の権利がついている物件を、FS (Fee Simple)と呼び、土地の権利が付いてこないものはLH 
(Lease Hold)と呼びます。LH (借地権)は、購入金額がFS (土地権付き)より抑えてあり魅力的で
すが、購入する前にいくつかのリスクを確認する必要があります。 
 
・土地の所有者 
・毎月のリース代 
・リースの更新年はいつか 
・リースの有効期限 
・Fee（土地権）の買取の可能性とその価格（売り出している場合) 
 
リースの期限が近いものは、更新の可能性があるかなど、確認が必要です。借地権の中にはリー
ス期限が長く、月々のリース代が低く所有できる物件もあります。

4. ご購入金額以外の諸費用： 
登記代、書類作成費、権限保険、固定資産税・管理費の日割り分、エスクロー代など、購入金額
の約1％～1.5％です。ローンの場合、上記に加えてローン申請に関わる費用も発生します。建物
検査（ホームインスペクション）の費用は買主様の負担になります。買主様が日本にいる場合、
エスクローから送られてきた書類をアメリカ大使館か公証役場で署名をしていただく必要があ
り、手続きの際に公証費用が発生します。名義を会社やトラストにする場合、ハワイ州で登録す
る必要があります。その際の書類作成など弁護士に依頼する費用が発生します。 

5. フォークロージャーとショートセール； 
フォークロージャーはお得な取引と思いがちですが、購入プロセスに長い時間がかかります。ロ
ーン未返済の物件は差し押さえている銀行、管理費未納の場合は管理会社、固定資産税未納の場
合は税務署と交渉します。フォークロージャーでは購入者が未納金を全て負担するケースや、シ
ョートセールでも銀行との交渉が1年以上続く場合があり登記まで最低90日間は要します。弊社で
はこのような難しい分野の専門資格(SFR)を持つスタッフもおります。 

6. 不動産売買の手数料について： 
不動産売買仲介料は売主様のご負担になります。通常は販売価格の5〜6％を売主エージェントと
買主エージェントが折半します。



FAQ

よくあるご質問

1. ハワイで不動産を購入すると永住権がとれますか？ 
 
ハワイで不動産を購入しても永住権はとれません。ビジネスを開業し、投資ビザを取得後、ビジ
ネスが順調に行けば、永住権を申請できる可能性もあります。 
 

2. ハワイには不動産取得税はありますか？ 
 
ハワイで不動産を購入しても不動産取得税はありません。譲渡税（Conveyance Tax）は通常、売
主様の負担となります。 
 

3. ハワイの不動産を日本人でも買えますか？ 
 
ハワイの不動産を日本人が買うことは可能です。購入すれば日本と同じように名義が登記されま
すが、不動産売買のルールやご購入の流れ、諸費用も日本とは違います。3ヶ月以上のご滞在時に
はビザが必要です。 
 

4. コンドミニアムの管理会社とは？（マネージメント会社) 
 
コンドミニアム全体を管理している会社で、日本の場合、開発業者の関連会社が管理することも
あるようですが、ハワイでは区別されています。各コンドミニアムによって管理会社が異なり、
月々の管理費はその管理会社宛に支払います。 
 

5. ホテルコンドのホテルプログラムとは？ 
 
ホテル管理を専門とする管理会社が物件をホテルレンタルプールに入れて賃貸します。各会社に
よってホテルプログラムの保証や特典、制限など内容が異なります。 
 

6. 購入した価格よりも高く再販できますか？ 
 
不動産市場が活発なハワイではめずらしくありませんが、時期や物件状態によりケースバイケー
スです。１つの物件に、複数の購入希望者のオファーが入ることが予測される場合、販売価格よ
りも高い価格で成約されるケースがあります。オファーが承諾された日から登記までの期間はお
よそ30〜45日間です。


