Connect more. Today.
The most Fast-to-Market Product in JGB Brokers Connectivity

dbMagixLink
dbMagixLink 日本国債取引市場 STP ゲートウェ・ソリューション

The growth of volume/algorithmic trading and its
requirements for real-time market prices is driving
the need for faster, standardized, market data as
close to source as possible. dbMagixLink meets
the business requirements by providing stable,
reliable, flexible and high performance JGB interdealer brokers connectivity to allow voice and
electronically brokered JGB transactions to be
automatically fed into the inside trading system.

近年、日本国債市場の回復に伴い、ボリューム・アルゴリ
ズムトレーディングが増大しつつあります。国債取引に
おいてより正確にリスクを管理するために、STP ソリュー
ションが重要な役割を果たしています。dbMagixLink と
は日本国内の有数のメジャーJGB ブローカーと接続し、
リアルタイムに取引トレードを取得する機能が搭載し、ほ
かのトレード管理システムと柔軟かつ効率的に融合し、
完全な STP ソリューションを構築するために必要なブロ
ーカーゲートウェーです。
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Features
dbMagixLink®connects to:

Japan Bond Trading Co., Ltd.
Central Tanshi Securities Co., Ltd.
ICAP Totan Securities Co., Ltd.
＊Yensai.com Co., Ltd.
＊BBG(Bloomberg)
Reuters

日本相互証券株式会社
セントラル短資株式会社
ICAP 東短証券株式会社
エンサイドットコム証券株式会社 *
ブルームバーグ *
ロイター

dbMagixLink®covers:

JGB’s 2-40 years
JGB Inflation Linked Bonds
JGB T-Bills, F-Bills

Honest Partner with Your Business

国債 2 年、5 年、10 年、15 年、20 年、30 年、40 年
物価連動国債
割引短期国債、政府短期証券
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dbMagixLink®supports:

JGB Electronic Trade
JGB Voice Trade
New Trade/Amendment/Cancellation

電子取引システムによる JGB トレード
電話取引による JGB トレード
新規トレード／トレード更新／トレード取消

dbMagixLink®offers:

Real-time technology
- Real-time, message-based architecture
- Real-time market data integration
- Real-time API
Robust functionality for trade management
- One-click trade affirmation
- Broker’s Blotter
- Trade View
- Book Assignment*
- Counterparty Assignment*
- Easy-to-setup static data*
Seamless integration
- One interface to multiple brokers
- Real-time compliance integration
- Flexible integration with other products
Custom fields and view
- Unlimited blotter configurations and views*
- Easy-to-customize data fields*
- User-defined calculated fields

リアルタイム・テクノロジ
- メッセージング・アーキテクチャー構成
- リアルタイムの市場データ
- リアルタイムの API
トレード管理機能の強化
- ワンクリックでトレード確認
- ブローカーごとにトレードの一覧管理
- トレード詳細ビュー
- トレードのブック設定*
- トレードのカウンタパーティ設定*
- 便利なスタティックデータの設定*
シームレスのシステム集成
- 複数ブローカーへの接続単純化
- リアルタイム接続のサポート
- 他システムとの接続に柔軟なインターフェース提供
画面のカスタマイズ
- トレード一覧とビュー画面の自由設定*
- トレード情報の表示変更も可能*
- ユーザ定義の利用も可能

Services
DBConsulting®offers:
Fast to Market Package
- Broker Contact
- Business Agreement / Compliance
- Data Management
- Project Management
dbMagixLink Consultancy
- Investigation
- Installation
- Support
Development
- Integration with trading system
- Integration with risk management system
- Integration with trade reconciliation

ファスト・ディリバリー・コース
- ブローカーとの連絡
- ビジネス契約・コンプライアンス
- データマネジメント
- プロジェクト・マネジメント
dbMagixLink コンサルティング
- 現状システムの調査
- ソフトウェアのインストール
- ソフトウェアのサポート
システムインテグレーション開発
- トレーディングシステムとの統合
- リスクマネジメントシステムとの統合
- トレード照合システムとの統合

System Requirements & Technologies
Windows 2000, XP, Linux, Unix, Solaris
JRE 1.4

J2EE JMS dbMQ MQ Tibco XML HTTP HTTPS
SSL TCP/IP UDP FTP RMDS FIX DATABSE
(* optional services are also provided basing on customer’s requirement)
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