TT®の多彩な機能の発見

プロフェッショナル トレーダーのためのグローバル金融エコシステム。
末端間の企業ソリューションも提供しています。
TT では、いつでもどこでもアクセスが可能なハイブリッド クラウド インフラストラクチャー

を活用･合理化しています。そしてこの超低遅延プラットフォームから、高性能な経験を世界
中のトレーダーに提供しています。注文は弊社のグローバル コロケーション サーバーのネ

ットワークを通じて執行されます。
また世界最速かつ業界一のプロフェッショナル先物取プ

ラットフォームでは、比類のない取引の執行を達成できます。インフラストラクチャーとデー
タサービスを活用して、
フロント オフィス、
ミドル オフィス、バック オフィスのシステムを統
一することで、お客様の取引と事業活動を合理化できます。
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利点
SAAS 展開

高可用性

TT は完全管理されたソリューションであり、FCM のみ
に取引所の認証情報の提供と顧客のリスクの管理を
必須付けています。ユーザーが有効化されると、イン
ターネット接続 がある限りどこからでも 簡単にログイ
ンできます。常に最新バージョンでの利用となります。

弊社が提供するアクセス ポイントやバックボーン、取
引所アクセス、
ソフトウェア、ハードウェア、データ セン
ターは、冗長性やフェイルオーバー、災害時の回復を
考えて設計されています。

グローバル ネットワーク
TT プラットフォームは弊社の超低遅延のグロー
バル ネットワーク中に展開されています。価格
サーバーや取引所注文接続、
自動執行ツールが
Linuxサーバーで取引所と共同設置され、
より優れ
た性能を発揮します。

マーケットアクセス
世界 6 大陸で拡大し続ける取引所接続にアクセスで
きます (現在50箇所以上)。マーケット データに定期加
入登録して頂くと、弊社のコロケーションの近接ホス
ト データ センターを通じて、認証情報を有する各取
引所で取引ができます。
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パフォーマンス
TT は性能を第一に設計されています。ネットワー
クは、
スタックバイパスを使った高性能の NIC と
10GB のインフラストラクチャーを利用して設置され
ています。価格や取引所接続、
自動取引執 行、取引
前のリスクチェックのバックエンド ソフトウェアは、
世界中に位置するデータセンター の、Linux サー
バーに展開されます。

オープン プラットフォーム
TT のフロント エンドやバック エンドのシステムを統
合し、
プラットフォームを得拡張して独自のマーケット
や専用の流動性や執行アルゴにアクセ スし、会社のソ
リューションとして外部情報からデータをインポート
することができます。

TTの多彩な機能の発見

機能
インターフェースの選択
インターネット接続や携帯のデータ接続を使って、いつでも TT にア

クセスできます。
ウェブ ブラウザを使って任意の端末から TT にアク
セスできます。
また TT Desktop をダウンロードして、複数モニター

アクセスを設定できます。
さらに TT Mobile を使って各自のAndroid
や iOS デバイスから TT に自在にアクセ スできます。

MD TRADER®
業界屈指のインターフェース。限月の1クリック発注機能に加え て、
静的な垂直価格軸に対する板情報の表示を提供していま す。静的

価格表示により、一定期間のマーケットの動きやその 他のマーケッ

トに関連する動きが、視覚的な感覚で表現されま す。

AUTOSPREADER®
業界一のスプレッド執行ツールは、弊社のコロケーション デ

ータ サーバーに展開されます。
「リロード」、
「優先順位ホル ダ

ー」、
「ヘッジ マネージャー」、
「Aggregator」などの強力な機能

を活用したり、
「Autospreader Rules」
でスプレッド ロジックを

オプション取引
弊社の強力なツール セットを使って、オプショントレーダー
はマーケットの拡張表示やオプション分析、執行ツール、
リ

スク計算を行うことができます。TT の Autofit Vol Curve ま

たは同時のカスタム Vol Curve に基づいて、拡張オプション
パ ッケージには Autofit Vol Curve、ギリシア指数、理論値の
計算値が含まれます。

独自に作成できます。

TT PRIME
TT Prime は、完全ホストされたカスタム作成の Autospreader であ

り、注文送信とスプレッド ロジックを1つのプロセスに統合したもの

です。最速のスプレッド取引ソリューションを得るため専用のインフ

ラストラクチャーに展開されます。TT Prime は専用サービスまたは
共有サービスとして利用できます。

アルゴ執行
マーケットの影響を軽減して、TT 注文タイプで条件付き執行のタイ

ミングを改善したり、
または複数のブローカーや第三者ア ルゴを使

って執行を改善することができます。

注文管理
ブローカーや中央執行デスクにケア注文を発注して、希望ど

おりに注文に取り組んでもらうように、取引の専門に執行ツー
ル を完全に任せます。

チャート分析
TT に統合されたチャートは分析には、20 種類以上のチャートタイプ

ADL®
構成ブロックのドラッグ アンド ドロップ機能を搭載した TT の

ビジュアル プログラミング インターフェースを使うと、手動のプ

ログラミングはまったく不要です。
自動取引ストラテジーをすば
やく作成して、テストと展開ができます。

と 100 種類以上のテクニカル指標が含まれています。チャート分析
では、10年分のヒストリカル ティック データを利用できます。
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TT® SCORE

取引所接続

弊社のサーベイランス ソフトウェアは、機会学習とデータの視覚化

TT は世界の主要な取引所への接続を提供していま

アノマリー検出、
スプーフィングなどの様々な問題のある取引操作タ

的な取引所が含まれます。

を活用して、
コンプライアンス担当者やトレーダーが、
リスク識別や
イプに関連した違反を回避できるように設計されています。

す。CME、Eurex、Euronext、ICE、Nasdaq をはじめ、多数の地域

アメリカ合衆国

ポジショントランスファー
内部でトレーダーをマッチして、会社全体で取引の執行を向上させ

るとともに、
クロス マッチングやセルフ マッチングのために違反や
罰金が課される状況を回避できます。

B3

FENICS

BrokerTec ブ
ローカーテック取引所

MexDer メキシコ先物取引所

BAKKT

CBOE シカゴ先物取引所 (CFE)

API
様々な API を活用してユーザーは標準化マーケット データを消費

できます。
また .NET や C++ を使って、
カスタムメイドの低遅延取引

アプリケーションを開発したり、簡単に管理できるようにシステムを
統合できます。
また独自のアーキテクチャーで TT プラットフォーム
の機能や取引所アクセスを拡大することができます。

シカゴ ボード オブ ト
レード (CBOT)
シカゴ マーカンタイ
ル取引所 (CME)

Coinbase Prime (前 GDAX)

COMEX ニューヨーク商品取引所

FIX クライアント アプリケーションやシステムを簡単に接続して、TT

プラットフォームにアクセスして拡張できます。FIX マーケット デー

タを消費してアプリケーションを強化し、FIX Drop Copy で標準化執
行記録を受信し、FIX 注文ルーティングを使って迅速・安全かつ強力

で柔軟な取引所アクセスを得ることができます。
または弊社の FIX

Price と注文ゲートウェイを使って各自のマーケットを TT エコシス

テムに接続できます。

MGEX ミネアポリス穀物取引所
MX モントリオール取引所

NFI ナスダック債券取引所

NFX ナスダック先物取引所
NYMEX ニューヨーク
マーカンタイル取引所
NODAL 取引所

ERIS エリス取引所

EMEA ヨーロッパ

FIX サービス

ICE FUTURES アメリカ合衆国

CurveGlobal

パ エネルギー取引所

DGCX ドバイ ゴールド&コ
モディティーズ取引所

ICE FUTURES ヨーロッパ

Deribit

DME ドバイ
マーカンタイル取引所
EUREX 取引所

EURONEXT アムステルダム
EURONEXT ブリュッセル
EURONEXT リスボン

ICE ENDEX

IDEM (BORSA ITALIANA)

JSE ヨハネスブルク証券取引所
LME ロンドン金属取引所

MEFF スペイン先物取引所
NASDAQ コモディティー

NASDAQ NORDIC デリバティブ

EURONEXT パリ

データ サービス
約定と約定待ち注文を外部システムから TT にインポートして、
リス

EEX ヨーロッ

クの全容を把握できるようにします。データはすべて保存されます。

アジア・太平洋

理由のための検索機能とアクセスを提供しています。

BitMEX2

インフラストラクチャー サービス

BMD マレーシア証券取引所

またコンプライアンスやビジネス・インテリジェンス、その他必要な

TT の利用の有無に関わらず、低遅延のグローバル金融ネット ワーク

と専門オペレーション チームを最大限にご利用頂けま す。弊社はホ
スティングや取引所マーケット データ、取引所注文送信アクセス、デ

ータ センター間の専用帯域幅、TT プラット フォームの統合など多種

ASX オーストラリア証券取引所

KRX 韓国取引所

BIST Borsa イスタンブール

INE 上海国際エネルギー取引所3

DCE ダリアン
コモディティー取引所
FEX グローバル

HKEX 香港交易所

ICE FUTURES シンガポール

OSE 大阪取引所

SGX シンガポール取引所
TFEX タイ先物取引所

TOCOM 東京商品取引所
TFX 東京金融取引所

ZCE 鄭州コモディティー取引所

類の業務を提供しています。

TT へのお問い合わせ

TT の詳細情報については、電子メールで sales@tradingtechnologies.com までお問い合わせください。
現在 TT をご利用中のお客様は、電子メールで
トレーディング･テクノロジーズ担当者 successglobal@tradingtechnologies.com までお問い合わせください。
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