
 

 

23rd August 2019 

 

 

SBI Japannext Margin Trading Goes Live 26th August 2019 

 

 

SBI Japannext Co., Ltd., (“SBI Japannext”) the operator of Japan’s largest alternative equity 

trading venue, is pleased to announce that the Japanese Financial Services Agency has officially 

approved the commencement of margin trading on the Japannext PTS J-market and X-market 

today. Margin trading will go-live from 26th August 2019. Please refer to the below table for margin 

trading market hours. 

 

This is an important milestone for Japanese capital markets. Since the inception of Proprietary 

Trading Systems (PTS) in 1998 with the amendment of the Financial Instruments and Exchange 

Act, to date, only cash trades have been allowed on PTS venues in Japan. With the recent 

regulatory changes, PTS venues such as Japannext PTS, are now allowed to also accept margin 

orders. This is critical to the promotion of a fair and efficient capital market in Japan. 

 

SBI Japannext has always been a significant driving force in introducing market-leading initiatives, 

such as Japan’s first and only night market for equities, reduced tick sizes, and OUCH/ITCH low-

latency protocols. By fostering a robust, vibrant and competitive capital market, Japan will 

continue to lead thriving capital markets across Asia. 

 

SBI Japannext remains committed to bringing innovations and cost improvements to provide 

better trading experiences for our market participants. 

 

Japannext PTS Margin Trading Hours 

(in line with the Tokyo Stock Exchange market trading hours) 

Morning JST 09:00 – 11:30 

Afternoon JST 12:30 – 15:00 

For more information, please refer to the Japannext homepage. 

 

SBI Japannext Sales Team 

Phone: +81-3-4577-4040 

Email: sales@japannext.co.jp 

  

https://www.japannext.co.jp/en
mailto:sales@japannext.co.jp


 

 

2019年 8月 23日 

 

ジャパンネクスト PTS信用取引取扱い開始のお知らせ 

 

 

 日本における最大の代替株式執行市場を運営する SBI ジャパンネクスト証券株式会社（以下

「SBIジャパンネクスト」）は、本日付けで当局より正式にジャパンネクスト PTSにおける信用

取引取扱いの認可を受けましたことをご連絡いたします。2019 年 8 月 26 日より信用取引の取

扱いを J-マーケット及び X-マーケットにて開始いたします。信用取引の取扱い時間に関しまし

ては、下記のテーブルを参照ください。 

 

 当該サービスの開始は日本の資本市場にとって重要な一歩となると考えております。1998 年

に金融商品取引法（当時は証券取引法）が改正され、私設取引システム（PTS）が認可されて以

来、現物取引のみが PTSで取り扱われてきました。直近の規則改正によりジャパンネクスト PTS

等の PTS でも信用取引の取扱いが可能となりました。これは、日本の公正かつ効率的な資本市

場の発展に不可欠なものです。 

 

 SBIジャパンネクストは、日本で初めてそして唯一の夜間株式市場の導入、呼び値の刻みの縮

小、低遅延な通信プロトコルである OUCH/ITCHの導入などの施策を通じて、市場をリードする

技術を率先して本邦市場に導入する上で、常に重要な原動力として貢献してまいりました。今後

も安定的であり、かつ活気に満ちた、競争力のある日本の資本市場を育成することに貢献し、我

が国が興隆するアジア全体の資本市場を引き続きリードできるよう努めて参ります。 

 

 SBIジャパンネクストは、取引参加者の方へ良い取引環境を提供できるよう、新しいイノベー

ションと改善に引き続き努めてまいります。 

 

ジャパンネクスト PTS信用取引取扱い時間* 

(東京証券取引所の取引時間に準じます。) 

前場 JST 09:00 – 11:30 

後場 JST 12:30 – 15:00 

詳細につきましては、当社Webサイトを合わせて参照ください。 

Japannext Sales Team 

Phone: +81-3-4577-4040 

Email: sales@japannext.co.jp 

 

https://japannext.co.jp/ja/

