
 
Japannext Co., Ltd. 

Roppongi T-Cube, 3-1-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan 

Dear Japannext Partners, 
 
Based on participant feedback and observed market microstructure improvements subsequent to 
the recent tick size change implemented on the X-Market, Japannext will implement an additional 
adjustment to tick sizes of TOPIX 100 names traded on the X-Market. 
 
Tick sizes for TOPIX 100 and other names subsequent to the change will be as follows: 
 

Price Per Share Tick Size 

Equal to or greater than Less than TOPIX 100 Others* 

- ¥3,000 ¥0.1 ¥0.1 

¥3,000 ¥5,000 ¥0.1 ¥0.5 

¥5,000 ¥30,000 ¥0.1 ¥1 

¥30,000 ¥50,000 ¥0.1 ¥5 

¥50,000 ¥300,000 ¥1 ¥10 

¥300,000 ¥500,000 ¥1 ¥50 

¥500,000 - ¥1 ¥100 

 

*Please note that there is no change to tick sizes for non-TOPIX 100 names. 

The go-live date for the change is Monday, 6th July 2020, with mandatory Production testing for 
X-Market participants scheduled on the weekend of 4th and 5th July. 

The new TOPIX 100 tick sizes are already implemented in the UAT environment, which is 
available for immediate testing. 

The proposed new TOPIX 100 tick sizes will allow participants to post at greater price granularities, 
further increasing flexibility of order prices, and increasing opportunities for price improvements 
to retail investors. 

For technical questions or to confirm testing schedules, please contact ito@japannext.co.jp. 
For any other queries, please contact sales-admin@japannext.co.jp.  
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Japannext Co., Ltd. 

Roppongi T-Cube, 3-1-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan 

お客様各位 

 

本年 5月 11日にジャパンネクスト PTSにおいて、Xマーケットの呼び値の刻みの変更

を行い、取引参加者の皆様から高い評価をいただきました。それを受けて、弊社におき

ましては、追加的に X マーケットにおける TOPIX100 の構成銘柄について、以下の通

り呼び値の刻みの変更を行うことといたしました。 

 
 

値段の水準 刻み 

超 以下 TOPIX100 構成銘柄 その他の銘柄 

- ¥3,000 ¥0.1 ¥0.1 

¥3,000 ¥5,000 ¥0.1 ¥0.5 

¥5,000 ¥30,000 ¥0.1 ¥1 

¥30,000 ¥50,000 ¥0.1 ¥5 

¥50,000 ¥300,000 ¥1 ¥10 

¥300,000 ¥500,000 ¥1 ¥50 

¥500,000 - ¥1 ¥100 

 

  *Topix100の構成銘柄以外の呼び値の刻みに変更はございません。 

新しい呼び値の刻みに関しましては、2020 年 7 月 6 日（月曜日）より開始予定として

おります。つきましては、7 月 4 日、5 日の週末に予定されているプロダクション環境

にてXマーケットの取引参加者は、テストにご参加いただくこととなります。また、す

でに UAT 環境では新しい呼び値の刻みが適用されており、テストいただくことが可能

になっております。 

今回提供させていただきます新しい呼び値の刻みにより、取引参加者はよりきめ細かい

発注が可能となり、注文の自由度が増すと考えております。   

技術仕様に関するお問い合わせは ito@japannext.co.jp へ、またその他の PTSに関わる

お問い合わせは sales-admin@japannext.co.jp へお寄せいただけますと幸いです。 
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