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北カリフォルニア サクラメントエリア 

不動産 Flip To Own 

 

 

概要要項 

 

Flip to Own は過去 10 年間に渡り数百軒のカリフォルニア物件をフリップをしてきた HBP により

リモデル（改装、修繕）された物件を投資家の方に所有していただき、長期投資として賃貸から収

入を得ながらカリフォルニア州の魅力のひとつである物件のキャピタルゲインを将来期待できる資

産形成型投資方法です。 

投資家の方が Flip to Own を決断された場合の物件金額には物件価格、リモデル費、ホールディン

グコスト、アドミニストレーションコスト、クロージングコスト等が含まれます。 

その物件の選択は HBP により厳重なデューデリジェンスを経て行われ、正しい物件の選択とその

後の購入までのプロセス、リモデルの現場管理、テナントを入居させ、それからその物件のオーナ

ーシップを 100％投資家の方へ譲渡するまでを一環として行っております。 物件は大手銀行を筆

頭とし、多数のコネクションから直接買い付けをおこなうほか、一般市場からも購入しています。 

投資家の方による出資金は物件決定後、お客様のアメリカの口座又は日本の口座から指定のエスク

ロー会社（Stewart title of Sacramento もしくは指定エスクロー会社）へ直接電子送金していた

だきます。 
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【ベネフィット】 

カリフォルニア州(北カリフォルニア)に不動産を所有する 

 100％オーナーシップ 

 厳選されたエリア、リモデル済、テナント入り物件 

 将来性の高い物件所有 

 築年数を問わず購入した年から減価償却 27.5 年税金より控除 

 税金相談は物件所在の州公認会計士をご紹介 

 法人名でも購入可能、法人設立担当者の紹介 

 購入後の物件管理会社との通訳担当者紹介 

 購入後も日本語にて管理会社と直接連絡を取り合える 

 

【Flip To Own タイムライン】 

フリップ物件は手続きにスピードを要することがほとんどです。良い物件を逃さない為には充

分なデューデリジェンスを事前に終了させタイミングよく行動する必要があり、又書類や送金

の動きも迅速に行う必要があります。サイトに表記されている物件はデューデリジェンスが終

了し、表記価格は現時点のリモデル後のマーケット価格となっております。 

通常、物件購入を決断してからエスクローへの送金期日は 25 日以内となっております。(場合

によってはデポジットを 3 日以内残金を 25 日以内と支払が２回にわかれることもある) 

物件に関しての質問は常時受け付けておりますが物件自体のデューデリジェンスは既に終了済

で HBP の厳選された目と今までの経験から良い物件と判断されたものばかりです。 
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【Flip To Own エリア】 

私達が自信をもって皆様に紹介できる Flip To Own 物件は北カリフォルニアのサクラメントカ

ウンティーとプレーサーカウンティーに位置しています。両エリアともキャッシュフローと物

件騰貴率の両方が得られることから物件を所有するにあたり最高のリターンが得られるようエ

リアの選定をしております。 

 

【HBP による物件デューデリジェンスと物件選択の手順】 

   物件の選択に至るまでの HBP の任務 

 コネクションより物件又は物件リスト取得 

 オンラインを通し全ての物件分析 

 その中から HBP の規定に合った物件に直接出向く 

 各物件に出向いたときにインスペクションを済まし細かいリモデルコストの算出 

 市のビルディング課を訪ね物件自体のバイオレーションや過去に取得したパーミット

がきちんと終了しているかの確認、境界線や名義の確認 

 物件近隣の平均マーケット価格と平均家賃の分析と情報収集 

 

＊ 上記の作業は物件の数に関係なく 2 日－5 日以内に終了させる必要があり、かなり高度な

知識を要する為 1 軒の物件購入を決意するまで数名のそれぞれの分野の専門家が 1 チーム

となり物件の厳然なチェックを行っております。 

 

投資物件の選択やデューデリジェンスには最大の注意と努力を費やしております。そしてその調査

は常にコンサバティブに行うことにより投資のリスクを最小に抑えることに成功しています。 
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【エスクローの仕組み】 エスクロークローズ後に名義変更 

Flip to own をご希望された時点で物件購入のエスクローをオープンします。 

投資家様には物件購入価格をエスクローへ送金していただき HBP 名義で購入します。リモデ

ルが完了し、テナントが入居した時点で HBP によりリモデルされた物件は投資家様へ名義を

変更する手続きに入ります。既に購入いただいた金額で名義のみ変更する手続きをエスクロー

を通し公平に行います。この時のクロージングコストは HBP が半分負担させていただきます。

その他、投資家様の負担となるのは名義が変更されてからの固定資産税の日割り分と其の日か

ら 1 年間の火災保険となります。名義変更が終了しカウンティーに登記されたあとに投資家様

の指定住所にカウンティーから Grant Deed（物件を債務なしで所有している証明）が届きま

す。 

 

【なぜ一度 HBP 名義で購入しなければならないのか】 

 HBP は提携のある銀行とキャピタルパートナーとなっている為に HBP 以外の名義が

とれない場合もある。 

 物件購入時のエスクローでは最短７日間の猶予しかないものもあり海外在住者がサイ

ンをする時間がないことが多い。 

 購入後リモデルする時に物件の光熱費などをオーダーするのに外国在住者名義である

と過去に光熱費、ガス、水道などを支払った経歴がないのでスムーズにアカウントを

開設できないことが考えられる。 

 リモデルの際に市にパーミットを要する場合、名義人の許可が必要になることもあり

本人が不在の場合処理が迅速に行えない。 

 引渡し前に発生する修繕工事や光熱費などの経費、又は保険などの支払いであるいわ

ゆるホールディングコストに関して支払いがスムーズにとりおこなえ、海外からその

たびに送金していただくような手間が省ける。 

 HBP 名義の間の物件管理と経費の負担は HBP が責任を持ってとりおこない、購入者で

ある投資家様より追加経費等をいただいたりする必要がなくなる。 
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【カリフォルニア物件を所有する魅力】 

通常カリフォルニア物件は物件自体の金額が元々高く、キャッシュフローを生み出すのは困

難でした。ただ物件の騰貴率が他州と比べても著しく高い為に常に不動産投資としては人気

のあるエリアとして注目されています。毎月ネガティブになっても所有する意味があるとい

われる理由は将来の物件騰貴が十分に期待できることや家賃も年々上昇するのでネガティブ

分をキャッチアップできる点にあります。 

下記のグラフは過去 5 年間のサクラメントエリアの住宅価格の変動を表しています。2008

年の大恐慌から物件価格は下がり 2012 年の 4 月が物件価格のボトムとなりました。グラフ

からは 2012 年に購入した物件は 2016 年で約倍の価値になったということがわかります。 
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更にカリフォルニア州全体で見ると下記のグラフからもわかるようにアメリカ全土の家賃上昇

率は他州と比較すると約倍です。 

 

 

HBP が好んで購入する 2 ベッド又は 3 ベッドルームの物件の家賃は年々上昇しており 2015

年から 2016 年では全米で家賃上昇率の最も高いエリアとしてサクラメントが堂々の 1 位とな

っています。 

 

又北カリフォルニアは南カリフォルニアほど投資の激戦区でないことから HBP ではたくさん

の良い物件取得に成功しています。遠方にいながらしっかりとリモデルされた物件を購入でき

る Flip to Own は今後の皆様の資産形成において大きな一歩となることでしょう。 
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Flip To Ownの流れ

物件購入の手順(HBP) 投資物件お知らせ

Open escrow

①

          A

②

※購入時のプロセスは

15日から30日で終了

③

　　　　　　通常7日から10日

④

⑤

Home Brand Properties, Inc

エスクロー書類サイン

名義の確認

エスクロークローズ

名義変更完了

※名義変更のプロセス

入金を確認ステートメントの発行

エスクロークローズ

物件管理契約書作成

物件管理スタート

物件管理契約サイン

投資家へ名義変更

家賃受け取り

Open Escrow

修繕工事スタート

現場監督

タイトルサーチ

デューデリジェンス

リモデル完了

テナント募集

テナント決定

エスクロー会社へ

デポジット送金

ディスクロージャー

インスペクション

ファイナルウォークスルー

エスクロークローズ

物件引渡し完了

HBP 投資家

物件検索、交渉、仮契約

クロージングプロセス

物件詳細の確認

デポジット電子送金

エスクローへ全額送金
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不動産 Flip to own 投資を決意したら 

 

アメリカに銀行口座をお持ちでない場合は下記より口座の開設をしましょう。 

日本にいながら無料でカリフォルニアのユニオンバンクへ口座を開設することが可能。 

その後も引き続き日本語カスタマーサービスをご利用いただけます。 

東京三菱 UFJ 銀行 

http://www.bk.mufg.jp/tsukau/kaigai/kouza/cali/index.html 

 

＊基本的にアメリカまでいらしていただいた場合日本在住者はどの銀行でも口座の開設が即日可能です。 

 

アメリカに銀行口座を所有する意味 

 

アメリカに資金がある場合、通常は 1 日で送金が可能となります。収入である賃貸が毎月発生し、

投資家様の口座へ振り込まれる際も為替による影響を受けることがありません。アメリカ国内のご

自分の口座を日本からも管理できます。 

アメリカで発生した利益に対しての税金に関してのアドバイスはアメリカ在住日本人 CPA を紹介

させていただいており、各投資家様に安心して税金の相談を受けていただいております。 

 

質問は随時受け付けておりますのでお気軽にお尋ねください。 

 

Happy Investing, 

 

Home Brand Properties, Inc. 

1072 Bristol St. Suite #204  

Costa Mesa CA 92626 

714 640 4266 

Email: info@usafudosan.com 

 

 

 


