（３）モニターからのコメント
＜荷動き動向＞
東京
(米材問屋)
・米マツ一般材丸太では、US 物 3 月積み輸出価格は前月同値となった様子。カナダ物はセカンドグロスが弱く、
カスケードは価挌を上げている。オールド材は全樹種出材がタイトで、高値が続いている。
・色物丸太の出材は、そこそこあるものの、先方との価挌がなかなか折り合わず、スムーズに入手出来てはいな
い。
(外材問屋)
仕 ・全体に入荷量は多くない見込みで、特に良材の入荷不足は続くと思われ、欲しい物が買えない状況になって来
入 ると思われる。
れ ・年度末から新年度に入って不振です。
動 (合板問屋）
向 ・円高による先安感があり、仕入については控えめ。
(集成材問屋)
・仕入は抑える。相場は弱いと思う。
(中国・南洋材問屋)
・昨年末より入荷過大で在庫調整中。
・現地は為替分の値上げをしてきている。価格は強保合。
・産地価格は強気配。円高為替に至れば産地側は値上げの意向。
(広葉樹等問屋)
・ナラ、タモ 27mm～34mm、コストアップのため仕入量減少。
(国産材問屋)
・荷動き悪いため仕入は慎重となる。良材と特殊材は積極的に仕入れている。住宅資材としての注文は少なく、
店舗などの部材注文が多い。
・構造材が特に動かない。
・仕入は全く変化なし。
・今月、アカマツタルキの良いものが入ったため少し多めに仕入れた。
(仲買・小売)
・国産材・外材共に通常仕入。
・秋田の火事の影響で、しばらくは針葉樹構造用合板が入りにくい状況が続くと思われる。
・国産･外材共在庫を出して仕入を控えた。新しい在庫にするため。
・前月発注の品が今月にずれ込んだ。
東海
(仲買・小売)
・4 月、プレカット好調につき、若干の仕入増。
・動きが悪いので、現状は相場安く底値と見て強気で仕入れたい。
東京
(米材問屋)
・米マツ一般材京浜マーケットでは、大手港湾製材品の値下げを受けて、中小メーカーの採算は悪化している。
問屋への値下げ圧力が非常に強い。
・3 月中旬頃より売行きがバッタと止まり、毎日閑古鳥が鳴いている状況。特に造作材の売行きが悪く、打つ手
販 はなしである。
売 (外材問屋)
動 ・4 月中過ぎから仕事も出てくると思われ荷動きが出て来ても、欲しい物が十分集まらないことも考えられ、樹
向 種変更も出る状況になる可能性も考えられる。
・3 月下旬から急に売行き悪化。
(集成材問屋)
・3 月は予想以上に売上げが良かった。4 月は全く読めない。3 月より落ちると思う。
(中国・南洋材問屋)
・低位、横ばい。
・ラワン等の平割の荷動きは低調。集成材は引き合い多く、荷動きは順調。
・大手の仕事はあるようだが、市中の仕事は先が見えない。
(広葉樹等問屋)
・価格は転嫁するも、売上げ数量はついて来ない。
(国産材問屋)
・撮影所にスギ 120mm 角がまとまって出た。
・少しだが、動きが良くなって来た。
・悪いながらも平均的な動きです。
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(仲買・小売)
・リフォーム部の動きは活発であるが、木材関連の売上げが今一つ伸びない。
・何となく売上げは今ひとつ。
・大きな新築が続き、材料が動いた。
・4 月の工事予定の現場が 1 ヵ月延びたため当月は減少。
・忙しいお客様は、1 社、2 社程度で、おしなべて材木を使う仕事の量は少ない。
・4 月の仕事量が少ないため、在庫増やせず。
・休みが多く、期待はしていないが横ばいとした。
大阪
(仲買・小売)
・4 月は新築現場も少なく、ヒマになりそう。町中の設計事務所の仕事が少ない。
・そんなに落ち込んでいないが、先行きの物件が減りそう。
東海
(外材問屋）
・P.C 工場の稼動は 3 月、4 月とやや上向く。米マツ KD 平角、RW 平角が値下げしたが、荷動きに変化があるか
どうか疑問。集成管柱引き合い多く、納期 1 ヵ月ほど。国産材針葉樹合板は注意。
(仲買・小売)
・当月までは依然忙しいが、翌月からはヒマになる見通し。
・4 月、プレカット好調につき、若干の仕入増、販売増。
・3 月全般に動きが悪かったが、4 月プレカット需要も多いように感じられ、ようやく動きが出て来た様に思う。
東京
(米材問屋)
・京浜港では、引き続き不良在庫は見当たらず、売り済み、未引取り荷物が目立つ。
・売れてから仕入れる方式なので、在庫は増えも、減りもしない。
(外材問屋)
・欧州・ロシアは現地日本向け原木不足から、入荷は大幅には増えない。米、加材も価格が合わず入荷は増えな
い見込みで、荷動きが出れば全体に在庫少なく欠品も出る可能性があり、在庫は多くはならない。
・いつも同じ。
(集成材問屋)
・在庫は少なく、いつでも購入できるようにしておく。
(中国・南洋材問屋)
・徐々に減少、夏頃まで整理にかかるか。
・集成材は全体の在庫が少ない。
・特に変化なし。
(国産材問屋)
・取り立てて在庫を増やす材はなし。
(仲買・小売)
・在庫品を新しい物にするため、在庫は少なくした。
・当月仕入が上手くさばければと思うが、期待出来ない。
東海
(仲買・小売)
・現状、WW 割材の欠品のないように在庫量若干増やしている。
・底値と思う時に多くの在庫を持ち、これからに備えたい。

<価格動向>

スギ正角

東京(国産材問屋)
・柱角など少し安いものがある。
・価格は動き乏しく据え置きだが、空気としては、はっきり弱いようだ。・
東京(仲買・小売)
・保合。
・国産材変わらず。
大阪(仲買・小売)
・国産材はもっと売りづらくなるのでは。
東海(外材問屋）
・地震の影響次第。
東海 (仲買・小売)
・動きが出ても国産材より集成材に需要が移行していると思うので相場は動かない。

ヒノキ正角
土台角

東京(国産材問屋)
・土台も少し弱い。
東京(仲買・小売)
・保合。
・動き悪い。上がる要素はない。
東海(外材問屋）
・スギと同様、地震の影響次第。
東海(仲買・小売)
・安値安定。
・正角は、集成材の動きは良くなると思うのが、国産材は厳しい状況と思う。120mm 土台角は供給
過剰の状態にあるので相場は動かない。105mm 角は需要が増えているので上げ基調になると思う。

米ツガ

東京(外材問屋)
・正角現地挽きの入荷量は増えないため、荷動き悪くも相場に変化はない。このままの量だとメイ
ンのアイテムではなくなってしまう。防腐土台角は原材料のツガ角の入荷が少なく、円高の分も現
地価格上昇で余り影響がなく、今後荷動きが出てこれば納期遅れもあるが、相場は保合。割物現地
挽きの入荷量は少なく、コストも高いので、他の樹種への変更が増えて進むと思われる。
東京(仲買・小売)
・保合。
・割物の上級物が少ないため UP！
東海(外材問屋）
・変化なし。

米マツ平角

東京(外材問屋)
・荷動き悪く、国内大手メーカーは単価据え置き状況が続いている。荷動きが出ても RW との競合も
あり、値上げは出来ないと思われる。
・大手メーカーが値下げを発表、不安。
東京(仲買・小売)
・保合。
大阪(仲買・小売)
・これ以上の値下げはないだろう。
東海(外材問屋）
・今月から下げたが、かと言って売れるわけではない。
・KD 平角 2,000 円/m3 値下げ。
東海(仲買・小売)
・3 月に 2,000 円ダウン。

北洋アカマ
ツタルキ

東京(外材問屋)
・動きはさほど良くないが、保合。
・現地、原木状況が悪く、入荷は増えて来ない。時に良材不足は深刻で今後も不足状態が続く見込
み荷動き出れば良材は強保合となる。
・良材（上級材）は横ばい。中級材等はやや安。
東京(仲買・小売)
・保合。
・3m 良材がない。
大阪(仲買・小売)
・円高が進んでも下がらないだろう。
東海(仲買・小売)
・価挌に変動はないが、製品グレードにバラツキが出ている。

WW･RW 集成材

東京(外材問屋)
・WW のラミナの入荷遅れ、現地挽きの入荷量少ないため、材不足で強含みとなっている。今後 RW,
スギへの変更が出ると思われる。RW は荷動き悪く価格は低迷している。今後荷動き出ても、ラミナ、
製品共に順調に入荷が予想されるためか価格は保合。
・RW の平角は弱含みながら価格は維持されている。
東京(集成材問屋)
・しばらく横ばいかやや下げの状況が続くと思う。
東京(仲買・小売)
・円がだいぶ高くなって来ているので、このままだと価挌が弱くなってくるのではないか。
・保合。
・為替の影響で輸入合板はやや下がって来ているが、もう一段落安くなるどうか期待したい。
大阪(仲買・小売)
・RW の平角は荷余り感が強い。
東海(外材問屋）
・WW は、5 月･6 月積みの先物がやや上昇。国内産はラミナ少なくやや上昇するかも。RW はやや下落
も今後は横ばい。
東海 (仲買・小売)
・3 月に 1,000～2,000 円ダウン。

合板

東京（合板問屋）
・港頭在庫は依然として高水準。
・輸入型枠用合板は現地価格も底を打った感じで、加えて 3 月の商社決算も終え、雰囲気は明らか
に値上げムードとなっている。しかし、為替と需要の盛り上がりには若干の不安要素を残している
とも言える。針葉樹構造用合板は 2,3 月と動きが悪く、市場では流通の口銭泣きも見られたが、在
庫の低水準な状態に変化はなく、メーカーの強気姿勢も不変で価格は横ばい。工場の火事もあり、
価挌の下がる要素は全くなくなったと言える。
東京(仲買・小売)
・秋田の火事で針葉樹構造用合板はどうなるか（既に仮需が発生している模様）。
・針葉樹厚物は、間違いなく上昇、輸入は不透明。
・秋田の火事でやや上昇。
・型枠用合板はやや下落。針葉樹構造用合板はやや下落ながらも、様子見。
・針葉樹構造用合板は、火災の影響で値上がるかどうか。
・ラーチ合板の火災がどう影響するか。
・型枠用合板は、3 月決算で安いものが出た。針葉樹構造用合板は、メーカーの火事でどう影響が
出るか問屋によってバラツキ、下げる所、上げる所あり。
大阪(仲買・小売)
・秋田の火事の影響が出るだろうが、その先は弱いのでは。
東海(外材問屋）
・針葉樹構造用合板は、やや落着いて来ていたが、秋田の工場消失で西のメーカーにも影響あるか
も。注意。
東海(仲買・小売)
・針葉樹合板が弱含みとなった。
・枠用合板輸入合板は少し下がる。針葉樹構造用合板は 2 月を頂点に下がり始めた。現状は最高値
から 12mm で 50 円以上安い。

