2014年3月24日

26年3月分

木材製品の荷動き･価格先行き動向調査

１.調査実施期間

平成26年 2月20日～ 26年3月10日

２.調査実施方法
東京､大阪､名古屋の問屋､仲買･小売商に対し､アンケート調査票を送受することにより実施した。
3月分の回答企業数は45社である。
３.判断指数の算出方法
各調査項目について以下の方法でウェイト･ディフュージョン･インデックスを算出した。
Weight.Ｄ.Ｉ.(ウェイト･ディフュージョン･インデックス)＝{(｢増加｣の評価を行った回答の割合)×2＋(｢やや増加｣の評価を行った回
答の割合)－(｢減少｣の評価を行った回答の割合)×2－(｢やや減少｣の評価を行った回答の割合)}÷２
したがって､この割合がゼロの場合はその増加と減少が等しいことを示し､プラスになるほど増加が多く､逆にマイナスになるほど
減少が多いことを示す。

４.調査結果の概要
(1) 荷動き動向
品目

Weight.Ｄ.Ｉ.
26/3月
4月
5月
5.3 △ 15.8 △ 12.2
国産材
仕入動向
△ 2.3 △ 8.0 △ 12.8
外材
14.5 △ 21.1 △ 17.6
国産材
販売動向
9.1 △ 17.0 △ 17.4
外材
△ 8.1 △ 3.9 △ 6.8
国産材
在庫動向
△ 5.8 △ 8.0 △ 11.6
外材

(2) 価格動向
Weight.Ｄ.Ｉ.
品目
26/3月
3.4
スギ正角(グリーン)
10.6
スギ正角(ＫＤ)
7.6
ヒノキ正角
7.6
ヒノキ土台角
15.0
米ツガ正角(現地挽)
10.0
米ツガ防腐土台角
15.0
米ツガ割物(現地挽)
16.7
米マツ平角
北洋アカマツタルキ(現地挽)
8.1
8.8
ホワイトウッド集成管柱
3.3
レッドウッド集成平角
35.2
型枠合板(輸入)
31.5
針葉樹構造用合板
32.0
針葉樹構造用合板(厚物)

4月
△ 17.2
△ 15.2
△ 16.7
△ 16.7
1.7
△ 3.3
1.7
3.3
△ 6.3
△ 1.5
△ 1.7
5.6
9.3
12.0

5月
△ 24.1
△ 22.6
△ 21.0
△ 22.6
0.0
△ 3.4
0.0
△ 5.4
△ 6.7
△ 12.5
△ 8.9
△ 8.0
△ 6.0
△ 10.4

モニターからのコメント
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国産材の仕入れは3月のやや増が4,5月には
やや減少に、外材は減少傾向で推移。
国産材及び外材の販売は共に3月の増加から
4,5月は減少に。
国産材及び外材の在庫は共に減少傾向で推
移。

スギ正角（グリーン、KD）並びにヒノキ正
角及び土台共に3月のやや強保合が4,5月に
は弱保合に。
米ツガは3月のやや強保合が4,5月には概ね
保合に。
米マツは3月のやや強保合が5月に向けやや
弱保合に。
アカマツタルキは3月のやや強保合が4,5月
にはやや弱保合に。
WW集成管柱及びRW集成平角は共に3月のやや
強保合が5月に向けやや弱保合に。
合板は、総じて3月の強保合ないしやや強含
みが5月に向けてやや弱保合に。

仕入れ動向

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き
アラスカスプルース丸太は新規伐採許可が未だ降りず、先行不透明感が益々強くなっている。
（東京：米材問屋）産
地高、円安傾向は変わらず当面は変化なしの見込み。
（東京：米材問屋）落ち着いてきた様子。
（東京：外材問屋）
先行き不透明感強く仕入れは難しい局面。
（東京：外材問屋）先行き不透明で仕入れも慎重になっている。
（東京：
外材問屋）WW 間柱等売り上げ不振で仕入れ価格下落。
（東京：外材問屋）入荷少なかったヒノキは徐々に回復、スギ
はまだ少ない。外材は変化なし。
（東海：外材問屋）2 月は予想より売り上げ少なかったので 3 月は売り上げ重視で、
在庫抑え、仕入れも抑える。
（東京：集成材問屋）船便少なく遅れているので困っている。
（東京：南洋・中国材問
屋）ラワン材は原木不足のため現地価格強含み。
（東京：南洋・中国材問屋）産地の天候回復し出材開始されるも諸
外国の買い付け意欲強く産地価格は強含み。
（東京：南洋・中国材問屋）
原木少ないため製品量も全体的に少なめ、欲しい材は皆同じ。
（東京：国産材問屋）構造材不振は続く。（東京：国
産材問屋）品薄感も徐徐に緩和、相場は高値安定が続くと予想。
（東京：国産材問屋）消費税がらみで仕入れ、出荷
共に忙しいが、さすがに 4 月には収まるかもしれない。
（東京：国産材問屋）年度末に向け仕入れ増やす、4 月以降
は需要見ながら調整。
（東京：仲買・小売）梱包材は利用ポイント等関係なし。
（東京：仲買・小売）国産材は値崩
れ怖いのでギリギリまで仕入れを控えている。
（東京：仲買・小売）間仕切の現場が 3 月以降一息つきそうでアカマ
ツ間柱の仕入れを少し控える。
（東京：仲買・小売）国産材は当月、翌月は仕入れ少なめ、外材は品薄気味だが仕入
れ横ばい、消費税アップ以降は減少の予想。
（東京：仲買・小売）国産材は入手しやすくなったが受注も減った。
（大
阪：仲買・小売）当月まではある程度受注があり仕入れも変化なく動くが 4 月以降は販売が不透明で仕入れ増やせ
ず、受注次第。
（東海：仲買・小売）3 月一杯は売れると思うので安ければ仕入れたい、消費増税で 4,5 月は弱含み
と予想され、余分には仕入れたくない。
（東海：仲買・小売）
京浜マーケットの米マツ一般材丸太はプレカットルートからの需要が減少しており、メーカーは直需ルートからの
注文材中心となっている。問屋は現地価格の上げを少しでも吸収しようと再度の値上げを提示している。
（東京：米
材問屋）客先の当用買い傾向は変わらず高級品の売れ行きが鈍い。
（東京：米材問屋）完全に売れなくなった。
（東
京：外材問屋）思った以上に荷動き悪くなっている。
（東京：外材問屋）3 月は駆け込み需要あると思われたが、先
の仕事の減少、先安観から全体的に荷動きがない状況。
（東京：外材問屋）駆け込みも見られず動きが止まっている。
（東海：外材問屋）3 月のプレカット稼働は見込みより多く、まずまずだが一時ほどの逼迫感はない。
（東海：外材
問屋）3 月は駆け込みで売り上げ増えると思う。
（東京：集成材問屋）
年度末で需要が減りそう。
（東京：南洋・中国材問屋）メルクシパインは在庫少なく引き合い活発。ラワン材はバン
ドル、注文材共に引き合いは多い。
（東京：南洋・中国材問屋）消費増税前の需要見られるが仕入れ価格上昇分の転
嫁進まず、利益がない。
（東京：南洋・中国材問屋）消費増税前の荷動きあり。
（東京：広葉樹問屋）
スギ小割・役板が良く動いた。
（東京：国産材問屋）4 月からの反動心配。
（東京：国産材問屋）スプルースにも天井
感。
（東京：国産材問屋）構造材はダメだが造作材は忙しい。特にスギ材の動きが良い。
（東京：国産材等問屋）先
に見える仕事は細かなものとなった。
（東京：仲買・小売）大した変化もなく平穏、4 月以降の動きは全く判らない。
（東京：仲買・小売）年度末なので販売量を増やしたい。4 月以降は消費増税で下がると予想。
（東京：仲買・小売）
梱包材は利用ポイント等関係なし。
（東京：仲買・小売）消費増税駆け込み需要で 3 月は荷が動くかと思っていたが
2 月中旬で動きが鈍り思いの外、動かない。
（東京：仲買・小売）増税前の駆け込みか細かい仕事が非常に多い、増
税後も新築があり、大きな落ち込みはないと思われる。
（東京：仲買・小売）戸建てよりリフォーム現場多く国産材、
外材共、量的動きは少ない。
（東京：仲買・小売）国産材は横ばい、外材もあまり変化ないと予想。
（東京：仲買・
小売）断熱材及び針葉樹厚物合板の品不足で困っている。
（大阪：仲買・小売）1,2 月に比べ 3 月は少し仕事減って
きた、4 月からの反動は当初見込みよりも少ない模様。
（大阪：仲買・小売）荷動き非常に活発で多忙、4 月までず
っと続く見込み。
（東海：仲買・小売）当月まではある程度受注があり変化なく動いているが 4 月以降不透明。
（東
海：仲買・小売）3 月一杯できるだけ販売に傾注、4,5 月は弱含み、様子見状態で需要落ちると予想。
（東海：仲買・
小売）
京浜港には不良在庫丸太は見当たらず、新材待ちの状況続く。
（東京：米材問屋）先高感はないが仕入れ難さ変わら
ず安値はほとんど目にしない。在庫は漸増傾向。
（東京：米材問屋）積極的に仕入れた材が予想より売れず在庫増。
（東京：外材問屋）在庫は変わらず。
（東京：外材問屋）一部で消費税上げ前に在庫持つところもあるが、体制は先
行き不透明な事もあり在庫を持たない方向。
（東京：外材問屋）国産材は入荷回復し、在庫も積み増し、外材は変わ
らず。
（東海：外材問屋）3 月は在庫を減らす。4 月以降は様子見で。
（東京：集成材問屋）一部不足材がある。
（東
京：南洋・中国材問屋）中国材の入荷悪く在庫は減少、ラワン材は入出荷のバランス取れている。
（東京：南洋材・
中国材問屋）増税前で荷動きあるが欠品アイテムの入荷が 3 月末で在庫は減少。
（東京：南洋・中国材問屋）今は下
がりがあるので在庫は必要なだけにしている。
（東京：国産材問屋）3 月は販売量多くなり在庫減少、4 月以降は需
要低下に伴い在庫増。
（東京：仲買・小売）梱包材は利用ポイント等関係なし。
（東京：仲買・小売）国産材は仕入
れ少なく在庫減、外材も良材が減っている。
（東京：仲買・小売）国産材、外材共通常在庫に変わりない。
（東京：
仲買・小売）当面は様子見。
（大阪：仲買・小売）当月まではある程度受注があり仕入在庫も変化なく動くが 4 月以
降は販売が不透明で在庫増やせず、受注次第。
（東海：仲買・小売）4,5 月は販売苦戦するので在庫増と予想。
（東海：
仲買・小売）
販売動向
在庫動向
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<価格動向>

スギ正
角

ヒノキ
正角土
台角

米ツガ

米マツ
平角

北洋ア
カマツ
タルキ

WW･RW 集
成材

合板

ピークを過ぎ少しずつ弱含み。
（東京：外材問屋）国産材ではスギのみ入荷少なく、まだ高い。
（東海：外材問
屋）消費増税前の需要による値上がり気運は止まった様子。4 月以降の値下がり懸念の声増えてきた。
（東京：
国産材問屋）スギ柱 KD は横ばい、品薄は続いている。
（東京：国産材問屋）KD は 3 月中高い水準、4 月以降は
下落。
（東京：仲買・小売）4 月以降は判らないが 3 月までは強い。
（東京：仲買・小売）品薄は相変わらずで少々
値上がり。
（東京：仲買・小売）価格上がりすぎたので反落があると予想。
（東京：仲買・小売）消費税アップ
後の 4 月以降が不透明。
（東京：仲買・小売）KD 材は品薄続きやや上昇。
（東京：仲買・小売）多くないが商品
出回り始めた。
（大阪：仲買・小売）市場に出回り始め、来月には通常に戻るだろう。
（東海：仲買・小売）全
体的に落ち着いてきている、やや下落を予想。
（東海：仲買・小売）4,5 月は需要少なくなり少々下げ相場と予
想。
（東海：仲買・小売）
ピークを過ぎ物も出てきているため弱含み。
（東京：外材問屋）高くなりすぎた感があり、来月あたりからやや
下落と予想。
（東海：外材問屋）ヒノキ 4 寸土台等仕入れは値下がり。
（東京：国産材問屋）駆け込み需要で 3,4
月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小売）3 月中は高い水準、4 月以降
はスギより早く下落か。
（東京：仲買・小売）4 月以降は判らないが 3 月までは強い。
（東京：仲買・小売）品薄
続き、かなり強い。
（東京：仲買・小売）多くないが商品出回り始め、土台、柱、大引は需要減で値下がり傾向。
（大阪：仲買・小売）市場に出回り始め、来月には通常に戻るだろう。
（東海：仲買・小売）若干価格下がって
きている。
（東海：仲買・小売）急騰していたので落ち着いた相場になるまで 2,3 カ月かかる、土台は最も急騰
していたので下げがきついと予想。
（東海：仲買・小売）
当初消費税がらみの仮需を期待していたが全くその気配無く、むしろ決算に向け売り圧力強くなっている。
（東
京：外材問屋）現地価格強いが横ばい続く。メーカーは値上げしてきているが、なかなか上げられない状況。
現地強気も販売価格伸びず。
（東京：外材問屋）入荷多くないが出荷が落ち着き横ばい。
（東海：外材問屋）駆
け込み需要で 3,4 月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小売）商社等決
算のため 3 月中は下落、4 月以降は横ばいないし、やや上昇と予想。
（東京：仲買・小売）4 月以降は判らない
が 3 月までは強い。
（東京：仲買・小売）割物は強い。
（東京：仲買・小売）今月は強いが 4 月以降は横ばい続
くと予想。
（東京：仲買・小売）今後の受注次第。
（東海：仲買・小売）
消費増税駆け込みが終了し売れなくなったが、価格は変わらず。(東京：外材問屋）現地原木高も RW 平角が上
げられないため値上げできない。
（東京：外材問屋）原木高いが、需給の問題で値上げは無理、横ばい。
（東海：
外材問屋）駆け込み需要で 3,4 月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小
売）為替の影響で少々上がり気味、まだまだ上がるのか、上げるつもりなのか？。期待を込め横ばい予想。
（東
京：仲買・小売）木材利用ポイントの影響で上がるのでは。
（東京：仲買・小売）よほど円安が進まなければも
う上限。
（大阪：仲買・小売）上げられない現状も為替の変動があるかも。
（東海：仲買・小売）
現地もピーク時より下げてきており、先安観が出ている。
（東京：外材問屋）変わらず。
（東海：外材問屋）駆
け込み需要で 3,4 月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小売）商社等決
算のため 3 月中は下落、4 月以降は横ばいないし、やや上昇と予想。
（東京：仲買・小売）上級ランクの入荷無
い様子。
（東京：仲買・小売）もう上限まで上がっている。
（大阪：仲買・小売）入荷薄と共に上昇するも、代
替品が落ち着いている。
（東海：仲買・小売）
集成平角は売れないものの価格は横ばい。
（東京：外材問屋）WW はコスト今が安く先々高い物入荷するが荷動き
悪く保合。RW は値上げしたいができない状況。
（東京：外材問屋）状況変わらず需要落ち着き、価格横ばい、4
月後半からやや下落か。5,6 月入港の先物は下落。
（東海：外材問屋）しばらくは現状維持か、2 月は悪かった
ので売り上げは無理だろう。
（東京：集成材問屋）メーカーは強気だがプレカット工場と違い我々問屋の動きは
たいした事はない。
（東京：国産材等問屋）
駆け込み需要で 3,4 月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小売）着工の
沈静化に伴い一般材は大きな値動きなくなる、特殊寸法は上昇と予想。
（東京：仲買・小売）需要減が目立って
くると値も下がってくると予想。
（大阪：仲買・小売）為替次第。
（東海：仲買・小売）
依然品不足、やや上昇。
（東海：外材問屋）駆け込み需要で 3,4 月の合板単価は上げ止まり、5 月下旬頃からや
や下落と予想。
（東京：仲買・小売）針葉樹は高めながらやや入荷はある様子。
（東京：仲買・小売）輸入は相
変わらず少なく強い、針葉樹は一時期より入りやすくなった感。
（東京：仲買・小売）針葉樹は値段もさること
ながら、物の手当思うようにならず。
（東京：仲買・小売）型枠合板など横ばいなりに少しずつ上昇。（東京：
仲買・小売）需給のバランス取れてくると予想。
（大阪：仲買・小売）未だ入荷少なく 10 円、20 円と小刻みに
上昇、翌月頃からは落ち着くと予想。 （東海：仲買・小売）
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仕入れ動向

〈モニターからのコメント〉
1.荷動き
アラスカスプルース丸太は新規伐採許可が未だ降りず、先行不透明感が益々強くなっている。
（東京：米材問屋）産
地高、円安傾向は変わらず当面は変化なしの見込み。
（東京：米材問屋）落ち着いてきた様子。
（東京：外材問屋）
先行き不透明感強く仕入れは難しい局面。
（東京：外材問屋）先行き不透明で仕入れも慎重になっている。
（東京：
外材問屋）WW 間柱等売り上げ不振で仕入れ価格下落。
（東京：外材問屋）入荷少なかったヒノキは徐々に回復、スギ
はまだ少ない。外材は変化なし。
（東海：外材問屋）2 月は予想より売り上げ少なかったので 3 月は売り上げ重視で、
在庫抑え、仕入れも抑える。
（東京：集成材問屋）船便少なく遅れているので困っている。
（東京：南洋・中国材問
屋）ラワン材は原木不足のため現地価格強含み。
（東京：南洋・中国材問屋）産地の天候回復し出材開始されるも諸
外国の買い付け意欲強く産地価格は強含み。
（東京：南洋・中国材問屋）
原木少ないため製品量も全体的に少なめ、欲しい材は皆同じ。
（東京：国産材問屋）構造材不振は続く。（東京：国
産材問屋）品薄感も徐徐に緩和、相場は高値安定が続くと予想。
（東京：国産材問屋）消費税がらみで仕入れ、出荷
共に忙しいが、さすがに 4 月には収まるかもしれない。
（東京：国産材問屋）年度末に向け仕入れ増やす、4 月以降
は需要見ながら調整。
（東京：仲買・小売）梱包材は利用ポイント等関係なし。
（東京：仲買・小売）国産材は値崩
れ怖いのでギリギリまで仕入れを控えている。
（東京：仲買・小売）間仕切の現場が 3 月以降一息つきそうでアカマ
ツ間柱の仕入れを少し控える。
（東京：仲買・小売）国産材は当月、翌月は仕入れ少なめ、外材は品薄気味だが仕入
れ横ばい、消費税アップ以降は減少の予想。
（東京：仲買・小売）国産材は入手しやすくなったが受注も減った。
（大
阪：仲買・小売）当月まではある程度受注があり仕入れも変化なく動くが 4 月以降は販売が不透明で仕入れ増やせ
ず、受注次第。
（東海：仲買・小売）3 月一杯は売れると思うので安ければ仕入れたい、消費増税で 4,5 月は弱含み
と予想され、余分には仕入れたくない。
（東海：仲買・小売）
京浜マーケットの米マツ一般材丸太はプレカットルートからの需要が減少しており、メーカーは直需ルートからの
注文材中心となっている。問屋は現地価格の上げを少しでも吸収しようと再度の値上げを提示している。
（東京：米
材問屋）客先の当用買い傾向は変わらず高級品の売れ行きが鈍い。
（東京：米材問屋）完全に売れなくなった。
（東
京：外材問屋）思った以上に荷動き悪くなっている。
（東京：外材問屋）3 月は駆け込み需要あると思われたが、先
の仕事の減少、先安観から全体的に荷動きがない状況。
（東京：外材問屋）駆け込みも見られず動きが止まっている。
（東海：外材問屋）3 月のプレカット稼働は見込みより多く、まずまずだが一時ほどの逼迫感はない。
（東海：外材
問屋）3 月は駆け込みで売り上げ増えると思う。
（東京：集成材問屋）
年度末で需要が減りそう。
（東京：南洋・中国材問屋）メルクシパインは在庫少なく引き合い活発。ラワン材はバン
ドル、注文材共に引き合いは多い。
（東京：南洋・中国材問屋）消費増税前の需要見られるが仕入れ価格上昇分の転
嫁進まず、利益がない。
（東京：南洋・中国材問屋）消費増税前の荷動きあり。
（東京：広葉樹問屋）
スギ小割・役板が良く動いた。
（東京：国産材問屋）4 月からの反動心配。
（東京：国産材問屋）スプルースにも天井
感。
（東京：国産材問屋）構造材はダメだが造作材は忙しい。特にスギ材の動きが良い。
（東京：国産材等問屋）先
に見える仕事は細かなものとなった。
（東京：仲買・小売）大した変化もなく平穏、4 月以降の動きは全く判らない。
（東京：仲買・小売）年度末なので販売量を増やしたい。4 月以降は消費増税で下がると予想。
（東京：仲買・小売）
梱包材は利用ポイント等関係なし。
（東京：仲買・小売）消費増税駆け込み需要で 3 月は荷が動くかと思っていたが
2 月中旬で動きが鈍り思いの外、動かない。
（東京：仲買・小売）増税前の駆け込みか細かい仕事が非常に多い、増
税後も新築があり、大きな落ち込みはないと思われる。
（東京：仲買・小売）戸建てよりリフォーム現場多く国産材、
外材共、量的動きは少ない。
（東京：仲買・小売）国産材は横ばい、外材もあまり変化ないと予想。
（東京：仲買・
小売）断熱材及び針葉樹厚物合板の品不足で困っている。
（大阪：仲買・小売）1,2 月に比べ 3 月は少し仕事減って
きた、4 月からの反動は当初見込みよりも少ない模様。
（大阪：仲買・小売）荷動き非常に活発で多忙、4 月までず
っと続く見込み。
（東海：仲買・小売）当月まではある程度受注があり変化なく動いているが 4 月以降不透明。
（東
海：仲買・小売）3 月一杯できるだけ販売に傾注、4,5 月は弱含み、様子見状態で需要落ちると予想。
（東海：仲買・
小売）
京浜港には不良在庫丸太は見当たらず、新材待ちの状況続く。
（東京：米材問屋）先高感はないが仕入れ難さ変わら
ず安値はほとんど目にしない。在庫は漸増傾向。
（東京：米材問屋）積極的に仕入れた材が予想より売れず在庫増。
（東京：外材問屋）在庫は変わらず。
（東京：外材問屋）一部で消費税上げ前に在庫持つところもあるが、体制は先
行き不透明な事もあり在庫を持たない方向。
（東京：外材問屋）国産材は入荷回復し、在庫も積み増し、外材は変わ
らず。
（東海：外材問屋）3 月は在庫を減らす。4 月以降は様子見で。
（東京：集成材問屋）一部不足材がある。
（東
京：南洋・中国材問屋）中国材の入荷悪く在庫は減少、ラワン材は入出荷のバランス取れている。
（東京：南洋材・
中国材問屋）増税前で荷動きあるが欠品アイテムの入荷が 3 月末で在庫は減少。
（東京：南洋・中国材問屋）今は下
がりがあるので在庫は必要なだけにしている。
（東京：国産材問屋）3 月は販売量多くなり在庫減少、4 月以降は需
要低下に伴い在庫増。
（東京：仲買・小売）梱包材は利用ポイント等関係なし。
（東京：仲買・小売）国産材は仕入
れ少なく在庫減、外材も良材が減っている。
（東京：仲買・小売）国産材、外材共通常在庫に変わりない。
（東京：
仲買・小売）当面は様子見。
（大阪：仲買・小売）当月まではある程度受注があり仕入在庫も変化なく動くが 4 月以
降は販売が不透明で在庫増やせず、受注次第。
（東海：仲買・小売）4,5 月は販売苦戦するので在庫増と予想。
（東海：
仲買・小売）
販売動向
在庫動向
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<価格動向>

スギ正
角

ヒノキ
正角土
台角

米ツガ

米マツ
平角

北洋ア
カマツ
タルキ

WW･RW 集
成材

合板

ピークを過ぎ少しずつ弱含み。
（東京：外材問屋）国産材ではスギのみ入荷少なく、まだ高い。
（東海：外材問
屋）消費増税前の需要による値上がり気運は止まった様子。4 月以降の値下がり懸念の声増えてきた。
（東京：
国産材問屋）スギ柱 KD は横ばい、品薄は続いている。
（東京：国産材問屋）KD は 3 月中高い水準、4 月以降は
下落。
（東京：仲買・小売）4 月以降は判らないが 3 月までは強い。
（東京：仲買・小売）品薄は相変わらずで少々
値上がり。
（東京：仲買・小売）価格上がりすぎたので反落があると予想。
（東京：仲買・小売）消費税アップ
後の 4 月以降が不透明。
（東京：仲買・小売）KD 材は品薄続きやや上昇。
（東京：仲買・小売）多くないが商品
出回り始めた。
（大阪：仲買・小売）市場に出回り始め、来月には通常に戻るだろう。
（東海：仲買・小売）全
体的に落ち着いてきている、やや下落を予想。
（東海：仲買・小売）4,5 月は需要少なくなり少々下げ相場と予
想。
（東海：仲買・小売）
ピークを過ぎ物も出てきているため弱含み。
（東京：外材問屋）高くなりすぎた感があり、来月あたりからやや
下落と予想。
（東海：外材問屋）ヒノキ 4 寸土台等仕入れは値下がり。
（東京：国産材問屋）駆け込み需要で 3,4
月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小売）3 月中は高い水準、4 月以降
はスギより早く下落か。
（東京：仲買・小売）4 月以降は判らないが 3 月までは強い。
（東京：仲買・小売）品薄
続き、かなり強い。
（東京：仲買・小売）多くないが商品出回り始め、土台、柱、大引は需要減で値下がり傾向。
（大阪：仲買・小売）市場に出回り始め、来月には通常に戻るだろう。
（東海：仲買・小売）若干価格下がって
きている。
（東海：仲買・小売）急騰していたので落ち着いた相場になるまで 2,3 カ月かかる、土台は最も急騰
していたので下げがきついと予想。
（東海：仲買・小売）
当初消費税がらみの仮需を期待していたが全くその気配無く、むしろ決算に向け売り圧力強くなっている。
（東
京：外材問屋）現地価格強いが横ばい続く。メーカーは値上げしてきているが、なかなか上げられない状況。
現地強気も販売価格伸びず。
（東京：外材問屋）入荷多くないが出荷が落ち着き横ばい。
（東海：外材問屋）駆
け込み需要で 3,4 月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小売）商社等決
算のため 3 月中は下落、4 月以降は横ばいないし、やや上昇と予想。
（東京：仲買・小売）4 月以降は判らない
が 3 月までは強い。
（東京：仲買・小売）割物は強い。
（東京：仲買・小売）今月は強いが 4 月以降は横ばい続
くと予想。
（東京：仲買・小売）今後の受注次第。
（東海：仲買・小売）
消費増税駆け込みが終了し売れなくなったが、価格は変わらず。(東京：外材問屋）現地原木高も RW 平角が上
げられないため値上げできない。
（東京：外材問屋）原木高いが、需給の問題で値上げは無理、横ばい。
（東海：
外材問屋）駆け込み需要で 3,4 月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小
売）為替の影響で少々上がり気味、まだまだ上がるのか、上げるつもりなのか？。期待を込め横ばい予想。
（東
京：仲買・小売）木材利用ポイントの影響で上がるのでは。
（東京：仲買・小売）よほど円安が進まなければも
う上限。
（大阪：仲買・小売）上げられない現状も為替の変動があるかも。
（東海：仲買・小売）
現地もピーク時より下げてきており、先安観が出ている。
（東京：外材問屋）変わらず。
（東海：外材問屋）駆
け込み需要で 3,4 月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小売）商社等決
算のため 3 月中は下落、4 月以降は横ばいないし、やや上昇と予想。
（東京：仲買・小売）上級ランクの入荷無
い様子。
（東京：仲買・小売）もう上限まで上がっている。
（大阪：仲買・小売）入荷薄と共に上昇するも、代
替品が落ち着いている。
（東海：仲買・小売）
集成平角は売れないものの価格は横ばい。
（東京：外材問屋）WW はコスト今が安く先々高い物入荷するが荷動き
悪く保合。RW は値上げしたいができない状況。
（東京：外材問屋）状況変わらず需要落ち着き、価格横ばい、4
月後半からやや下落か。5,6 月入港の先物は下落。
（東海：外材問屋）しばらくは現状維持か、2 月は悪かった
ので売り上げは無理だろう。
（東京：集成材問屋）メーカーは強気だがプレカット工場と違い我々問屋の動きは
たいした事はない。
（東京：国産材等問屋）
駆け込み需要で 3,4 月の木材単価は上げ止まり、5 月下旬頃からやや下落と予想。
（東京：仲買・小売）着工の
沈静化に伴い一般材は大きな値動きなくなる、特殊寸法は上昇と予想。
（東京：仲買・小売）需要減が目立って
くると値も下がってくると予想。
（大阪：仲買・小売）為替次第。
（東海：仲買・小売）
依然品不足、やや上昇。
（東海：外材問屋）駆け込み需要で 3,4 月の合板単価は上げ止まり、5 月下旬頃からや
や下落と予想。
（東京：仲買・小売）針葉樹は高めながらやや入荷はある様子。
（東京：仲買・小売）輸入は相
変わらず少なく強い、針葉樹は一時期より入りやすくなった感。
（東京：仲買・小売）針葉樹は値段もさること
ながら、物の手当思うようにならず。
（東京：仲買・小売）型枠合板など横ばいなりに少しずつ上昇。（東京：
仲買・小売）需給のバランス取れてくると予想。
（大阪：仲買・小売）未だ入荷少なく 10 円、20 円と小刻みに
上昇、翌月頃からは落ち着くと予想。 （東海：仲買・小売）
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