
 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生

存所有者に移行 

債 権 

死亡時、債権者は債務

返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 

コンシェルジュ 

 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生

存所有者に移行 

債 権 

死亡時、債権者は債務

返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 

コンシェルジュ 

 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生

存所有者に移行 

債 権 

死亡時、債権者は債務

返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 

コンシェルジュ 

 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生

存所有者に移行 

債 権 

死亡時、債権者は債務

返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 

コンシェルジュ 

 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生

存所有者に移行 

債 権 

死亡時、債権者は債務

返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 

コンシェルジュ 

 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生

存所有者に移行 

債 権 

死亡時、債権者は債務

返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 

コンシェルジュ 

 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生

存所有者に移行 

債 権 

死亡時、債権者は債務

返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 

コンシェルジュ 

 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生

存所有者に移行 

債 権 

死亡時、債権者は債務

返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 

コンシェルジュ 

 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜111 

（６）ホノルルの視察物件 

①リゾート用投資物件の所有・利用区分のタイプ 

 

（注）タイムシェアの定義は様々であり、日本のタイムシェアとは異なる場合があるので個別に留意のこと。 
（資料）スターツ・コーポレーション、ハワイ提供の販売用資料より転載。 

■ハワイの不動産に使える不動産権 

 単独所有名義 分割共有名義 合有名義 夫婦連帯名義 

Tenancy in Severalty Tenancy in Common Joint Tenancy Tenancy by the Entirety 

当事者 

単独の個人あるいは組

織 

複数の個人あるいは組

織 

複数の個人 婚姻関係にある二人また

はハワイ現行法に基づき

認められた互恵関係者 

所有権の分割 

N/A 所有権はそれぞれ割り当

てられた持分 

均等で不可分 均等で不可分。夫婦が

一形態となるため、お互

いに同意なしには所有権

形態の変更は不可 

所 有 

単一 他の共同所有者の同意

なしに自分の持分を売

却、担保、リースもしくは

贈与することが可能 

合有 合有かつ分割不可。婚

姻が破綻した場合、所有

権は共有名義となり分割

不可 

生存者の権利 N/A なし あり あり 

死亡時 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

死亡後、遺産検証の対

象となる 

所有者の一人が死亡し

た場合、遺産検証の必要

なく、自動的に生存所有

者が全不動産を所有 

死亡者の所有権は遺産

検証なしに自動的に生
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債 権 
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返済を行使可能 

債務返済のため、死亡者

の持分は売却され債権

者が分割共有権取得可 

土地売却前に債務者が

死亡の場合、債権者の

債務回収は不可 

夫婦の両方に債務がある

場合のみ、債権者は債

権行使可 

（資料） Fidelity National Title & Escrow of Hawaii, Inc. 資料加筆。 
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112｜不動産コンサルティングに関わる海外調査｜報告書 

②コンドミニアム「allure」視察 

■販売用パンフによる全体外観             ■物件の位置 

 

 ■販売中の物件（全体は 35 階建て、291 戸、1～4F は駐車場 ※ハワイでは駐車場は地下につくれない） 

部屋番号 間取り Bed／Bath 戸当たり面積 テラス面積 価 格 

1404 D 2／2 1,234 sq.ft. 88 sq.ft. US$879,900

1804 D 2／2 1,234 sq.ft. 88 sq.ft. US$919,900

2101 A 2／2 1,216 sq.ft. 88 sq.ft. US$959,900

3101 A 2／2 1,216 sq.ft. 88 sq.ft. US$1,334,900

3109 I 2／2 1,102 sq.ft. 88 sq.ft. US$904,900

3508 M 3／2.5 1,409 sq.ft. 116 sq.ft. US$1,359,900

3509 I 2／2 1,102 sq.ft. 348 sq.ft. US$1,269,900

■正面下から外観(実物写真)                 ■正面エントランス部分 

  



 

 
Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜113 

■キッチン                            ■バスルーム 

  
■コンドミニアムのプライベートプール           ■部屋からの眺望 
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114｜不動産コンサルティングに関わる海外調査｜報告書 

③ホテルコンド「Trump International Hotel & Tower」視察 

■販売用パンフ表紙                      ■販売中物件リスト 

 
■外観、下から上にみたファサード             ■ホテルコンド、ホテルレセプション部分 

  

■ホテル・オーナーズクラブよりの眺望 
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Ⅱ｜各国の不動産市場・制度・不動産業｜115 

■トランプによる販売用資料（日本語版） 

 

 

 

 

 

 



 

 
116｜不動産コンサルティングに関わる海外調査｜報告書 
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