2020 年 12 月 18 日
各位
ジャパンネクスト証券株式会社
ジャパンネクスト証券による国内初の日本国債電子取引プラットフォームにおける
取引成立に関するお知らせ
ジャパンネクスト証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：山田正勝、以下ジャパ
ンネクスト証券）は、当社が開設した国内初となる日本国債電子取引プラットフォーム（以
下 JGBPTS）において、国内初となる電子取引による日本国債の取引が成立しましたので、
お知らせいたします。
ジャパンネクスト証券は、2017 年 9 月に JGBPTS を開設し、国内初となるコンティニュア
ス・マッチング方式（※）を採用した新しいコンセプトの普及を目指してまいりました。
JGBPTS は固定利付け日本国債の業者間取引を主な対象とするプラットフォームで、従来
の業者間取引の取引マーケットに比べ、より迅速な取引執行、より低い取引コスト、及び取
引価格の透明性の確保を主眼として開発したものです。
JGBPTS の開設以来、マーケットメイカー及び取引参加者の選定などに時間を要しており
ましたが、本年 12 月 16 日から 17 日にかけて、JGBPTS を使った最初の取引が成立し、無事
決済が完了いたしました。当社は 2021 年 1 月から JGBPTS を本格稼働する予定です。
このたび取引にご参加いただきました関係者に、この場を借りて、厚く御礼申し上げます。
当社は今後も、当社の運営する株式取引プラットフォームと同様に、JGBPTS の安定的な運
用に取り組んでまいります。
※ 顧客の提示した指値が、取引の相手方となる他の顧客の提示した指値と一致する場合に、
その指値を用いて売買を成立させる方法。なお、当社は Nasdaq 社のマッチング・エン
ジンを採用しており、高速でのマッチング・サービスを提供できる点に特長があります。
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Japannext Co., Ltd.
Roppongi T-Cube, 3-1-1 Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032 Japan

December 18, 2020
Dear Japannext Partner,

First successful pilot trade on Japannext Electronic Trading Platform
for Japanese Government Bonds
Japannext Co., Ltd (Headquartered in Minato-ku, Tokyo, Representative Director Masakatsu Yamada),
is pleased to announce the completion of the first trade on the Japannext electronic trading platform
for Japanese Government Bonds (“B-Market”).
Launched in September 2017, the B-Market is the first platform of its type to adopt the continuous
matching method for Japanese Government Bonds trading*.
The B-Market is intended to facilitate inter-dealer trading of Japanese Government Bonds, and was
developed with the main goals of ensuring faster trade executions with lower trading costs, and
increased trade price transparency compared to conventional inter-dealer trading.
With the onboarding of a market maker and additional trading participants, the first successful trade
was executed and safely settled during the 16th and 17th of December, with a full-scale launch of the
market planned for January 2021.
The Japannext team would like to express our gratitude to all parties who were part of making the first
trade a success, and will continue efforts to ensure the stable operation of the B-Market, as we have
demonstrated for our equities trading platforms.
*This is a method whereby a trade is executed when a limit price submitted by a participant matches
the limit price set by another participant. Japannext leverages NASDAQ matching engine technology
to offer high-speed matching as a key differentiator.
For more information on the B-Market, please contact the Japannext Sales and Marketing Department
at sales@japannext.co.jp.

