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(English) 

Overview 

 

Chi-Select is limited to liquidity providers who meet a certain eligibility 

criteria as Designated Market Maker (DMM) and retail focused brokers as 

Designated Takers (DT).  

Tick Size Please see the comparison table below. 

Trading Hours 8:20 – 16:00 

DMM eligibility, 

qualifying criteria 

 

Candidate must be either a principal desk of Chi-Alpha participant or a 

client of participants whose orders are systematically identifiable. 

 

Once qualified, DMMs can trade all symbols tradable on Chi-Select for 6 

months from October 1st 2021 to March 31st 2022. 

 

To be qualified, a candidate needs minimum of 5.0% market share 

among passive liquidity on Chi-Alpha (by execution value) on average 

for 2 months from July 1st 2021 to August 31st 2021. 

DT eligibility Either a retail only broker-dealer or the retail business of broker-dealer 

in Japan whose orders are systematically identifiable. 

* Regardless of the above, Chi-X Japan may use its discretion to designate other candidates.  



 

 

(Japanese) 

概要 一定の基準を満たすリクイディティプロバイダー（「指定メイカー」または 「DMM」）と個人

投資家を主な顧客層とする証券会社（「指定テイカー」もしくは「DT」）を参加者としま

す。 

呼値 下記比較表を参照ください 

取引時間 8:20 – 16:00 

DMM 参加要件 Chi-Alpha 参加証券会社の自己勘定部門もしくは、参加証券会社の顧客で、他の顧

客注文との識別がシステム的に可能な場合。 

 

参加要件を満たす場合は、2021/10/1～2022/3/31 の 6 カ月、全ての取扱い銘柄に

ついて取引ができます。 

 

2021/7/1～2021/8/31 の 2 か月間で、Chi-Alpha におけるメイカーとしての約定シェ

アが 5.0%以上であることが参加要件です。 

DT 参加要件 個人のみを顧客とする証券会社、または総合証券会社の個人顧客向け部門で、他の属

性注文との識別がシステム的に可能な場合 

* 上記に関わらず、Chi-X の裁量によって他の参加者の指定をする場合があります。 

 

  



 

 

Tick size table / 呼値の刻み 

 

Stock Price (JPY) 

株価（円） 

Chi-Alpha Chi-Select 

All Symbols 

全銘柄（円） 

TOPIX100 Symbols (JPY) 

TOPIX100 構成銘柄（円） 

Other Symbols (JPY) 

その他の銘柄（円） 

～1,000  

0.1 

0.1 0.2 

～3,000  0.1 0.2 

～5,000  0.1 1 

～10,000  

1 

0.1 2 

～30,000  0.1 2 

～50,000  0.1 10 

～100,000  1 20 

～300,000  

10 

1 20 

～500,000  1 100 

～1,000,000  1 200 

～3,000,000  1 200 

～5,000,000  1 1,000 

～10,000,000  1 2,000 

～30,000,000  1 2,000 

～50,000,000  1 10,000 

50,000,000～  1 20,000 

 

Chi-X Japan operates PTSs (proprietary trading systems) to match equity orders from participants who are 

registered broker-dealers in Japan. Chi-X Japan does not provide its services for persons other than Professional 

Investors. The information provided here is intended for Professional Investors only. 

 

当社は PTS（私設取引システム）を運営しており、日本で登録された証券会社を参加者として株式取引の付け合せを行っております。当

社は、特定投資家以外の方に対しサービスを展開しておりません。ここで提供される内容は特定投資家向けのものです。 


