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2015 年度第一四半期日本人駐在員向け住宅家賃報告書 

シリコンバレー, カルフォルニア 

エクゼクティブサマリー 

趣旨：この報告書は、人事部担当者様が、最新の住宅情報を基に、より適切な駐在員様

の住宅手当の補助金額規定の見直し、手当の規定設定をされる為に、シリコンバリー不動産よ

り日系企業人事部様にご提供させて頂いております。報告書は四半期毎に作成され、

info@siliconvalleyfudousan.com にて、ご要望に応じて入手可能です。 無断転送厳禁。 

以下、最も駐在員様が集中される人気エリアにおいて、物件タイプ別に家賃上昇率をシリコン

バレー不動産が予測したものです。 

フォースターシティ 2015 年間家賃上昇率 9%から 12 % 

サニーベール 2015 年間家賃上昇率  8% から 11% 

クパチーノ アパート 2015 年間家賃上昇率  11% から 17%.   

クパチーノ 一軒家 2015 年間家賃上昇率 10% から 16% 

サンノゼ 西側 一軒家 2015 年間家賃上昇率 8% から 14% 

サンノゼ 北側アパート 20145 年間家賃上昇率 3% から 5% 

シリンコンバレーの駐在員様向け住宅市場においては、2014 年第 4 四半期から 2015 年度第 1

四半期にかけて、家賃の穏やかな上昇率が見られております。弊社におきましては、サンフラ

ンシスコ・ベイエリア全体において、日本人駐在員様の人数が増加していることが家賃上昇の

大きな要因だと考えております。 

2013 年度のジェトロの調査によりますと、シリコンバレーへ進出してきている日系企業の数が

増加しているのに伴い、駐在員様の人数も増加していると報告されております。2015 年第１四

半期においては、駐在員様の人数の増加は一時落ち着いてきましたが、今後、より多くの日系

企業がシリコンバレーへ進出ことが予想され、それと同時に駐在員様の人数もさらに多くなり

ます。また、2015 年第 2 四半期には、それと同時に、駐在員様が好む物件数が比較的少ないと

いう点から、需要と供給のバランスが現状より悪くなる可能があり、さらなる賃料の上昇が予

想されます。 

mailto:info@siliconvalleyfudousan.com
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シリコンバリー市場解説 

シリコンバレーは、２つの個別の市場で形成されております。 サウスベイとサンフランシス

コです。 

サウスベイは、多くの日系企業のオフィス、主にハードウェアの製造業社が占めており、この

エリアの市場分析データのほとんどを構成しております。この報告書でのサウスベイとは、フ

ォースターシティ南からサンノゼのエリアを定義しております。 

サンフランシスコについては、日系企業のオフィス自体はあまり多くはなく、貿易/食品、キッ

コーマンや楽天などのインターネットに焦点をおいている企業がたくさんあります。＊楽天

は、2016 年にベルモントへ移転する予定でいます。それに伴い、その周辺の地域における駐在

員様の人数が増加することが予測されます。 

サンフランシスコは金融街と呼ばれている、マーケットストリートとヴァンネスの西側のエリ

アを定義しております。 
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情報収集と分析について 

この報告書の情報は、日本人駐在員様の市場に限られたものです。弊社は駐在員様の住居探し

の幅広い経験と多くの実績と情報を基に独自の情報収集をしております。また、その他の情報

源からのデータも利用し、均整の取れた現在の賃貸市場の情報を提供させて頂いております。

この報告書においては、フォースターシティからサンノゼのエリアのみをカバーさせて頂いて

おります。 

フォースターシティ   

フォースターシティは、サンフランシスコから南へ 20 マイル程にある人口 3 万 2 千人程の比

較的新しいコミュニティーです。ソニーエンターテイメントなど少数の日系企業があります。

サンフランシスコ市や、良い学校、アジア系食品マーケット、サンフランシスコベイ水路に近

いことからたくさんの日本人家族が居住されています。 

アパート  

フォースターシティには、たくさんのアパートがあります。アパート内にジム、プール、ジャ

クジーなどの、様々なアメニティがある最上級レベル A のアパートがほとんどです。以下が、

その家賃情報の例です。 

ブリッジポイント Bridgepoint  

ベッドルーム バスルーム 広さｽｸｴｱ・ﾌｨｰﾄ 月額家賃 

1 1 690 $2500~$2700 

2 2 1171 $3300~$3700 

 

このエリアの家賃は過去 12 ヶ月において大幅に上がりました。家賃は 9％～12％上昇したと見

積もっています。その理由としては、フォースターシティでの新しいアパート建設が少ないこ

があげられます。しかしながら、ソフトバンクの社員が６０家族日本や、カンザス州へ移動し

たことにより、2014 年第４四半期以降は、フォスターシティーの家賃上昇率は抑えられていま

す。 

弊社の経験から言いますと、駐在員様ご家族がフォースターシティのアパートに住まわれる場

合、平均家賃＄3,450 のアパートを探され、そのデポジットは 1 ヶ月の家賃プラス＄500 が要求

されます。 
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タウンハウス/コンドミニアム 

フォースターシティには、たくさんのタウンハウス、コンドミニアムがあります。その多くは

個人家主であり、従ってアパートに比べるとより高いデポジットを要求されます。タウンハウ

スとは、少なくとも 2 階建てで、裏口からのアクセスとなるパーキングが地下 1 階にあり、リ

ビングとキッチンが地上 1 階にあり、寝室が 2 階にあります。このタイプの物件はとても人気

があり、ほとんどの場合、物件が市場に出てから 1 週間後には、賃貸されてしまいます。フォ

ースターシティのタウンハウスの第 3 四半期の標準的な家賃は＄3,750～＄3,900 です。 

デポジットは通常は 1 ヶ月分の家賃ですが、日本人駐在員様のほとんどは十分なクレジットヒ

ストリーがないため、しばし 2 ヶ月分の家賃がデポジットとして要求されます。 

一軒家 

フォースターシティに一軒家は少ないのが現状です。手元にある情報を基にみると、駐在員様

の一軒家の家賃は月＄4,100 以上と推測されます。 デポジットは通常 1 ヶ月分の家賃です

が、日本人駐在員様のほとんどは十分なクレジットヒストリーがないため、しばし 2 ヶ月分の

家賃がデポジットとして要求されます。 

 サニーベール 

14 万人ほどの中都市。 101 フリーウェイを利用しサンフランシスコ・ベイエリアに荷物を運

送する工業エリアに位置しております。このエリアに居住する多くの駐在員様はお子様のいな

い、独身者様か単身赴任の方々です。クパチーノ、サンノゼ西、サンノゼ北に簡単にいける便

利な場所にあります。 サニーベールダウンタウンに住むと、Cal トレイン駅があり、小売店や

レストラン、新しいオフィスビルディングなども徒歩で行けて大変便利です。 

アパート   

サニーベールにはたくさんのアパートがありますが、弊社の経験を元にすると、サニーベルの

アパートはあまり居住先に選択されていません。多くの駐在員様は、サウス・サニーベール近

くのアパートに住んだり、エルカミノストリートより南側に住まわれます。しかし最近は、サ

ニーベールのダウンタウンに二軒の新しいアパートが出来たことから、そちら二軒を選ばれる

方が非常に増えています。 

以下が、駐在員様に人気のアパートコンプレックスの家賃情報の例です。 

Cherry Orchard 

ベッドルーム バスルーム 広さｽｸｴｱ・ﾌｨｰﾄ 月額家賃 

1 1 736 $3170 ~ $3350 

2 2 1071 $3755 ~ $4080 
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サニーベールでの日本人駐在員様向けアパートの家賃は 5%～9%上昇したと見積もっていま

す。 

タウンハウス/コンドミニアム 

サニーベールにはたくさんのタウンハウス物件がございますが、日本人駐在員様が好む物件タ

イプではありません。 

一軒家 

サニーベールの一軒家は、日本人駐在員様の間では最も人気があります。特に、クパチーノ市

学校区内にある物件がとても人気があります。その次にチェリーチェイスとカンバーランド地

区にある物件が人気となっております。このエリアの物件は常に大きな需要があります。過去

1 年間に渡って、8％～11％の家賃上昇が見られています。3 ベッドルーム、2 バスルーム、

1,400 ｽｸｴｱﾌｨｰﾄの一般的な一軒家が、＄3,700 から＄3,950 の間で貸し出されています。これら

の物件は入居者が決まるのがとても早く、市場に出てから 1 週間以内で決まってしまいます。 

クパチーノ CUPERTINO 

クパチーノは日本人駐在員様コミュニティーの中でもとても人気の高いコミュニティーです。

すばらしい学校区、治安もよく、豊富な日本人又は、アジア人に特化したサービスやレストラ

ンがあります。また、サンノゼ北にある、最大の日本人企業が集まるエリアまで 30 分以内で通

勤できる場所に位置します。計画的にきちんと開発されたコミュニティーとなっている為、自

動車の交通インフラもとても整っており、アパート、一軒家、タウンハウスとも、日本人駐在

員様ご家族に気に入られています。 

アパート 

クパチーノは、たくさんのアパートコンプレックスがあり、日本人駐在員ご家族に人気があり

ます。全てのアパートは、ゲートで囲まれた安全な駐車場、プール、ジャクジー、ジムがあり

ます。 以下が、比較的家賃が低めのアパートコンプレックスの家賃情報の例です。 

Forge Apartments 

ベッドルーム バスルーム 広さｽｸｴｱ・ﾌｨｰﾄ 月額家賃 

1 1 790 $2500 ~ $3000 

2 2 929 $3400 ~ $3750 

 

日本人のみならず、その他アジア系にも人気がある為、クパチーノの家賃上昇はなかでも際立

って上昇しております。 弊社の分析では、アパートの家賃は 11％から 17％の上昇が見られて

います。  
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タウンハウス/コンドミニアム 

クパチーノにはたくさんのタウンハウスとコンドミニアムの物件があります。このタイプの物

件も駐在員様には人気があります。タウンハウスはたいてい 2 ベッドルーム、2 バスルームで

駐車場はゲートで囲まれてはいません。また、プールやジムなどのアメニティもついていま

す。 

タウンハウスとコンドミニアムも家賃の上昇がみられます。しかし、個人家主が高い家賃額よ

りも大家とテナントの長い良い関係をより重視するため、 上昇率は少し抑えめで、5%～9％の

上昇が見られております。 

一軒家 

クパチーノの一軒家は弊社のお客様の間では一番人気の物件タイプとなっております。たいて

いのご家族は 3 ベッドルーム、2 バスルームで車 2 台分のガレージ付きが必要となっておりま

す。クパチーノの一軒家も家賃上昇率がとても高く、10％～16％の上昇予測となっておりま

す。一軒家の平均的なお家賃は$3,700 から$4,300 です。デポジットは多くの家主が 2 ヶ月分を

要求しており、また人気のある物件の大家は、最初の 1 ヶ月の家賃と最後の月の家賃も併せて

入居日までに要求してくることもあります。 

サンノゼ西 

サンノゼ西も日本人駐在員様に人気のあるエリアです。サンノゼ西のある一定のエリアはクパ

チーノ学校区に所属するという理由で人気があります。クパチーノ学校区に所属しないエリア

は、モアーランド学校区か、カンブリアン学校区となります。これらの全ての学校区は日本人

コミュニティにおいて高い評価がされている英語教育プログラムがとても充実しております。 

アパート  

日本人駐在員様に人気がある広めのアパートコンプレックスがいくつかあります。そのうちの

一つはアバロンイーブスで、紀伊国屋、ダイソー、ラーメン店も入っている、ミツワという日

本のスーパーマーケットがあるコンプレックスの隣にあります。  

Eaves West 

ベッドルーム バスルーム 広さｽｸｴｱ・ﾌｨｰﾄ 月額家賃 

1 1 665 $2215 ~ $2418 

2 2 1000 $3225 ~ $3650 

 

サンフランシスコ・ベイエリアでの傾向と同じく、サンノゼ西でも家賃は大幅に上昇しており

ます。しかし、第１四半期は、比較的家賃上昇率は緩やかで、他の地域と違い、時々空室のア
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パートが数週間契約されない場合もあります。何軒かのアパートでは賃料を下げたところもあ

り,家賃の上昇は 4%から 7％と見積もっています。 

タウンハウス/コンドミニアム 

サンノゼ西には多くのタウンハウスとコンドミニアムがありますが、多くの日本人駐在員様

は、あまり家賃の変わらない一軒家の方を選択されます。 

一軒家 

サンノゼ西の一軒家は日本人コミュニティーに大変人気があります。上記のとおり、あるエリ

アはクパチーノ学校区となりますが、どの学校も greatschool.net において、高いランキングを

誇ります。サンノゼ西の一軒家の家賃も上昇を見せております。クパチーノの上昇率ほどでは

ありませんが、それでもかなり上昇しております。家賃は 8％から 14％上昇したと見積もって

います。駐在員様が支払う家賃は平均月額$3,300～$3,750. また通常デポジットは 1 ヶ月の家

賃ですが、まれにクレジットヒストリーがないため、家主が 2 ヶ月分を要求してくるケースも

あります。 

サンノゼ北 

サンノゼ北は新しいコミュニティです。 サンノゼ南側と西側での住宅需要によりこのエリア

の需要が一気に跳ね上がりました。計画的に開発され、たくさんのすばらしい特色がありま

す。 しかし残念なことに、学校区はあまりよくありません。 よって、日本人駐在員様で就

学年齢のお子様がいるご家庭はあまりこのエリアを選択されません。しかしながら、多くの新

築物件がお手頃な値段で多くあります。  

アパート  

サンノゼ北には、弊社のお客様に人気があるたくさんの空き物件アパートがあります。大抵、

新築、又はここ数年の間に御影石のカウンタートップとステインレスの台所用の電気製品にア

ップグレードされています。また多くのアパートは色々なお店に近く、ショッピングやダイニ

ングが気軽に出来ます。現在この地域には、日系のスーパーマーケットはありません。2015 年

後半に完成予定のアパートメントコンプレックスが何軒も建設中です。それに伴い、2015 年後

半には、家賃上昇率もほぼ横ばいになると予想しています。 

Epic Apartments 

ベッドルーム バスルーム 広さｽｸｴｱ・ﾌｨｰﾄ 月額家賃 

1 1 778 $2200 ~ $2600 

2 2 1055 $2750 ~ $3250 
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サンノゼ北も家賃の値上がりはありましたが、市場への追加供給があった為、少し抑えめで計

算をしました。この夏に多くの大きなプロジェクトが入ってきたため、今後数年間は市場の供

給が続きます。 そうは言いましても、家賃の上昇は平均 3％から 5％ありました。日本人駐在

員様向けのサンノゼ北の平均家賃は$2,400 から$3,200 となっております。 

タウンハウス/コンドミニアム 

サンノゼ北にはいくつかのタウンハウスがありますが、あまり日本人駐在員様には人気があり

ません。 

一軒家 

サンノゼ北には一軒家はありません。 

＊１ｽｸｴｱ・ﾌｨｰﾄ＝.92 平米 
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