
第二次供給の平均価格は全ての区において増

加いたしました。現在平均価格はVND290万/m

²、前四半期比4％増です。バーディン区が最

も増加し平均価格VND380万/m²、前四半期比5

％です。 

デマンド

順調な工事進行そして有名な住宅開発業者の

信用を備えたプロジェクトは第二四半期に好

調な売上実績をあげました。ほとんどのバイ

ヤーは完成品を期待する末端消費者です。 

今後の展望

第三四半期から、83のプロジェクト開発完成

が予定されており、65,800アパートになりま

す。しかし、50％保留中です。 

 2014年の第二半期で九つのプロジェクト開

発完成が予定されており、5000ユニットにな

ります。2015年には五つのプロジェクト開発

完成が予定されており、4900ユニットになり

ます。 

 

供給

第二四半期ハノイのアパート供給数はトータ

ル162の販売されたプロジェクトと67の進行

中のプロジェクトから95800ユニットになり

、前四半期比4％増、前年同期比9%増となっ

ています 

 現在アパートの第一次供給は13400ユニット

になり、前四半期比8％減です。一つの新規

プロジェクトだけは完成致しましたが、四つ

のグレードCプロジェクトは売却され第二次

供給になりました。現在第二次供給は82万ユ

ニットになり、前四半期比15％増です。 

パフォーマンス

第二四半期グレードBでは好調な売れ行きで

したので、前四半期比54％増のおよそ1900ユ

ニット販売されました。アパートの吸収率は

14％、前四半期比5％増です。 

第一次供給の平均価格は約VND280万・m²、前

四半期比15％増です。グレードBアパートの

価格はかなり増加し、前四半期比8％増、グ

レードAは前四半期比3％増、グレードCは前

四半期比7％減です。  

現在供給

 

マーケットパフォーマンス
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