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X-market Features
1. Participants are either online brokers or
Designated Liquidity Provider (DLP).
2. DLPs do not match with other DLPs.
Therefore, it is possible to observe DLP
bid/ask orders overlap in the order book
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if DLPs’ offers are not taken out.

1.

参加者は、一般投資家等を中心としたオン
ライン証券等と選定基準を満たした指定リ
クイディティ・プロバイダー（DLP）のいず
れか

2.

DLP の注文は他の DLP の注文とは約定しな
い。そのため買い気配と売り気配が交差す

Designated Liquidity Provider Conditions
1. DLP candidate needs to be a
principal
desk or the client of a member firm.
of the market
2. DLP needs minimum of 15
share of posted liquidity (executed
value) of the J-Market for one month.
3. DLP needs to execute over 300 names per
day at J-Market.
4. If a DLP fails to meet the qualification
rules for one month, the DLP in question
will be disqualified.
5. Weekly qualification status report will
be sent to the participating DLPs.
6. Periodically (every 6 months), we will
review the qualification rule for the XMarket. First revision - 2013/Jan.
7. DLP has the right to provide liquidity in
the X-market, but not obligated.
Technical Details
1. Can
utilize
same
daytime
market
infrastructure to access the X-Market
2. Market data requires separate session for
X-Market
3. One reconciliation file covers both J and
X-Market
4. Same referential prices as J-Market
5. Same day limit as J-Market

ることもありうる
指定リクイディティプロバイダー基準
1.

当社 PTS 参加証券会社の自己勘定部門また
は参加証券会社の選定した顧客であること

2.

J マーケットにおけるメイカー約定が、月間
平均で J マーケット全体のメイカー約定の
15％以上となること

3.

平均して 1 日 300 銘柄以上のメイカー約定

4.
5.

があること
上記の条件について月次で判定する。
指定リクイディティプロバイダー基準の遵
守状況について当該 DLP に対し毎週レポー

6.
7.

トを送付する
半年ごとに選出基準の見直しを行う
DLP は、X マーケットに気配提示を行う権利
を有する一方、義務は負わない

技術的詳細
1.

X マーケットで使用しているのと同じインフ
ラ（オンラインワーク、接続仕様）を使用

2.

X マーケット価格情報は別セッションから提

3.
4.
5.

供される
約定照合ファイルはまとめて提供
基準価格はJ マーケットと同一
制限値幅はJ マーケットと同一
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