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5 January 2015 

SBI Japannext Co., Ltd 

 

SBI Japannext PTS welcomes Okasan Securities Co., Ltd as a trading member.  

 

We are pleased to announce that the decision has been made by Okasan Securities Co., Ltd 

(hereafter Okasan Securities) to become a trading member of the PTS operated by SBI Japannext 

Co., Ltd.(hereafter Japannext PTS) 

 

The addition of Okasan Securities to the trading members of Japannext PTS brings total membership 

to 22 and as well as augmenting liquidity on our venue, will also provide increased trading 

opportunities for Okasan Securities customers, contribute to the reduction of trading costs and allow 

for the maximization of trading returns.  

 

“We welcome Okasan Securities in joining the other main domestic securities houses as a trading 

member, and we are confident that connection to Japannext PTS will help boost their already large 

market presence.” Chuck Chon, CEO of SBI Japannext. 

 

So far in 2014, Japannext PTS has continued to assert dominance as the largest PTS venue in Japan 

by a large margin, with average daily turnover reaching over JPY 100 billion, and a record single day 

turnover high of over JPY 190 billion. As more trading members come on board, we expect to reach 

new highs and set new PTS records in 2015. 

 

Links: 

Weekly/Monthly turnover statistics can be found at the following link: 

http://en.japannext.co.jp/trading/reports 

Turnover refers to single count (or exchange count), it is not the sum of buy and sell executions. 

 

 

For any questions about this press release please contact: 

SBI Japannext Marketing 

Email : sales@japannext.co.jp 

Tel: +81-3-4577-4040  

http://www.okasan.co.jp/english/index.php
http://en.japannext.co.jp/trading/reports
mailto:sales@japannext.co.jp
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平成 27年 1月 5日 

SBIジャパンネクスト証券 

 

ジャパンネクスト PTS への 

岡三証券取引参加のお知らせ 

 

 

 SBI ジャパンネクスト証券株式会社(以下「当社」）は、当社の運営する私設取引システム「ジャ

パンネクスト PTS」に岡三証券株式会社(以下、岡三証券)が取引参加することを決定いたしましたの

で、お知らせいたします。 

 

 岡三証券の取引参加によって、ジャパンネクスト PTSへの取引参加証券会社数は合計で 22社とな

り、投資家の皆様により多くの取引機会を提供し、株式取引における取引コストの低減とリターン向

上等にさらに貢献していくことが可能となります。 

 

「当社は主要な国内証券会社の 1社である岡三証券がジャパンネクスト PTSの取引参加者となって

頂くことを大変うれしく思っております。取引参加によって彼らの顧客満足度の向上および市場獲得

の力になれることを期待しております」(当社 CEOチャック・チョン) 

 

2014年のジャパンネクスト PTSは一日平均売買代金が 1,000億円を超え、単日での一日売買代金

が 1,900億円を突破し、過去最高を更新しており、国内最大の PTSとしての地位を確立しています。

2015年もさらなる証券会社の取引参加などによってさらなる発展を目指して参ります。 

 

  

【ご参考】  

・月間売買代金実績の推移 

http://www.japannext.co.jp/source/gekkanbaibaidaikin/index.html 

売買代金は、シングルカウントとなっており、売りと買いの合計ではありません。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

本プレスリリースに関するお問い合わせ先： 

SBIジャパンネクスト証券株式会社 企画・マーケティング部 

e-mail: sales@japannext.co.jp 

電話: +81-3-4577-4040 

 

http://www.okasan.co.jp/index.php
http://www.japannext.co.jp/source/gekkanbaibaidaikin/index.html
mailto:sales@japannext.co.jp

