
 

 

   

 

 

本年のゴールデンウィーク 10連休の対応について  

PREPARE FOR 10-DAY GOLDEN WEEK 

2019年 3月 26日 

お客様各位 

平素よりお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。 

天皇の即位の日および即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律（平成 30 年法律題 99 号）」の公

布・施行に伴い、弊社 DTCC データ・レポジトリー・ジャパン株式会社は 2019 年 4 月 27 日から 5 月 6

日まで 10 日連続の休業となります。GTR で作成される Position Report および JFSA ROR(Repository 

Output Report)は、Webポータルサイトでの閲覧期間である 7日間を経過すると削除されるため、これら

のレポートが必要なお客様におきましては Batch Download Report なども含めてダウンロードするなど

の対応をお願い申し上げます。なお、JFSA Exception Reportには、連休明けに作成されるレポートで、

連休前（及び連休中）に GTR で受領したデータのうち、金融庁報告ができていない内容を累積した形で

表示されます。いったんポータルサイトから削除されたレポートを復元することは出来ないので、ご了

承ください。尚、この期間は GTR（Global Trade Repository）は、日本以外の監督当局向けのレポート

作成などの業務では通常どおり運営しておりますので、緊急のお問い合わせ先は、下記をご参照くださ

い。（英語のみの対応となります） 

Dear clients 

The government of Japan has promulgated and enforced a decree that designates the day of the new 
Emperor's Accession to the Throne and the day of the Enthronement Ceremony as national holidays (Act 
No. 99 of 2018). Accordingly, the ten consecutive days from April 27, 2019 (Sat.) and May 6, 2019 (Mon.) 
will be non-business days for DTCC Data Repository (Japan) K.K.. Please note that Position Reports and 
JFSA ROR (Repository Output Reports) will be removed after 7 days from GTR web portal. We recommend 
that clients save their Batch download reports and other necessary reports to a secured local drive on your 
own.  JFSA Exception report will accumulate all the error/warning exceptions, so clients can check those 
data after golden week holidays. Once the reports are purged from the web portal, it is not possible to re-
generate them. 

GTR (Global Trade Repository) will operate non-JFSA related reporting throughout the golden week 
holidays. Please refer to the following contact list in case you need GTR product support. (English only/ No 
Japanese language support available) 

GTR サポート連絡先 (Contact Information of GTR Support) 

担当チーム Teams メールアドレス Email ホットライン Hotline 
オプション
番号 Options 

本番環境のサポート
Production Support 

GTRSupport@dtcc.com  US and Canada: +1-888-
382-2721,  
UK and Europe: +44-20-
7136-6328,  
Singapore: +65-66227349 
Hong Kong: +852-

3 then 3 then 
1 

UAT 環境のサポート
UAT Support 

GTRUATSupport@dtcc.com  
3 then 3 then 
2 
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契約開始に関する問い
合わせ先 Onboarding 

GTR-Onboarding@dtcc.com  
30134523 
Australia: +61-282281602 

3 then 3 then 
3 

請求書に関する問い合
わせ先 Billing Support 

GTRBillingInquiries@dtcc.com  
3 then 3 then 
4 

接続環境に関するサポ
ート Connectivity 

Support 

GTRConnectivity@dtcc.com   3 then 3 

 
本メール内容に関するお問い合わせ先 

DTCC データ・レポジトリー・ジャパン株式会社 

Tel : 03-3519-1670 
Email  : GTR_Japan@dtcc.com  
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