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『第４回トレーディングダービー』
トレーディングダービー』5 月 22 日スタート
株式会社ケイゾン

(http://www.k-zone.co.jp)

インターネット上で金融情報サイト
インターネット上で金融情報サイトを運営する株式会社ケイゾン（
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を運営する株式会社ケイゾン（本店所在地：
本店所在地：東京都
所在地：東京都
千代田区、社長：神山昌信、資本金
千代田区、社長：神山昌信、資本金 2 億 3 千万円）は、イ
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ら開催、参加者を募集
ら開催、参加者を募集することになりましたので、お知らせ
、参加者を募集することになりましたので、お知らせします
することになりましたので、お知らせします。
します。
「第 4 回トレーディングダービー」では
回トレーディングダービー」では、
では、トップページや操作画面をさらに見やすく、
使いやすくリニューアルするとともに、ケイゾンのモッ
使いやすくリニューアルするとともに、ケイゾンのモットーでもある
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ています。
◎「銘柄一発検索」機能追加
「銘柄一発検索」機能追加
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選択ツール〜
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損切りをした銘柄は何なのか、といった情報
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◎売買状況
売買状況の閲覧機能
状況の閲覧機能

〜ライバルの売買状況
〜ライバルの売買状況を参考に出来る〜
状況を参考に出来る〜
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トレーディングダービーの参加者毎に
参加者毎に、
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。
ます（公開を希望しない参加者の売買
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の売買状況は閲覧できません
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は閲覧できません、画面フロー別紙２）
、画面フロー別紙２）
◎総勢 315 名に当選者数
当選者数を増加

〜Web 上での大懸賞イベント
上での大懸賞イベント〜
大懸賞イベント〜

賞品の当たる運用
賞品の当たる運用成績優秀者を
運用成績優秀者を上位
成績優秀者を上位 200 名に拡大させる
に拡大させるとともに、
させるとともに、好評
とともに、好評だ
好評だった株式
った株式関
株式関
連のクイズ「五択
連のクイズ「五択 de ゲット」も引き続き毎週
ゲット」も引き続き毎週開催
毎週開催し
開催し、こちらの当選者
こちらの当選者数
当選者数も 115 名に増
加させます。この結果、延べ
させます。この結果、延べ 315 名に、
名に、BMW を初めとする総額
を初めとする総額 1,000 万円の賞品が当
たる、Web
上での懸賞企画
たる、
上での懸賞企画としては最大
企画としては最大規模
としては最大規模の
規模のイベントとなります。
イベントとなります。
㈱ケイゾンでは、金融分野に特化したウェブ・アプリケーションを次々と展開しており、
昨年 6 月のサービス開始以来「トレーディングダービー」
月のサービス開始以来「トレーディングダービー」の他に
「トレーディングダービー」の他に、株価検索機能「
の他に、株価検索機能「Stock
、株価検索機能「

Quote」そして
」そして i モード上での仮想投資ゲーム「
モード上での仮想投資ゲーム「Try@iTrade」
」のサービスを展開中で、5
サービスを展開中で、
上での仮想投資ゲーム「
月 16 日現在、
日現在、会員数は
会員数は 5 万 5 千人を突破しました。
千人を突破しました。
「トレーディングダービー」は、㈱ケイゾンが主催するインターネットを利用した投資
コンテストで、1
コンテストで、 億円の仮想マネーをセミ・リアルタイムの時価情報に基き、東証 1 部・2
部・
部・マザーズ上場株式（外国株は対象外）、大証 1 部・2
部・ 部上場株式（外国株を除く）、及び
店頭登録株式で運用し、そのパフォーマンスを競う本格的な仮想取引ゲームです。株価が
時々刻々変動する実際の値動きに連動しており、投資のみならずインターネット・トレー
ドの学習・疑似体験が可能になることに加え、運用成績優秀者には豪華賞品が贈呈される
ドの学習・疑似体験が可能になることに加え、運用成績優秀者には豪華賞品が贈呈される
こともあり、毎回、多数の参加者により熱戦が繰り広げられております。
㈱ケイゾンは今後も、投資シミュレーションゲームの他に、金融分野に特化したウェブ・
アプリケーションを次々と展開し、ユーザー層の拡大を図って参ります。
以

上

別紙１ ＜トレーディングダービー開催概要＞
【「第 4 回トレーディングダービー」の概要】
●参

加

条

件：18
アドレスを持っていれば誰でも参加できます。
件： 歳以上の方で、e-mail
歳以上の方で、

●参 加 方 法：専用サイト
専用サイト(http://www.k-zone.co.jp/reg/reg.html) に氏名、住所、
電話番号、e-mail
アドレス、ログイン ID、ニックネーム等を記入して登録して頂
、ニックネーム等を記入して登録して頂きます。
、ニックネーム等を記入して登録して頂きます。
●ゲーム開催期間：2000
年 5 月 22 日〜2000
年 8 月 31 日
●ゲーム開催期間：
日〜
●賞

Z3 ロードスター（優勝者 1 名）、海外旅行
品：BMW
品：

1 組ペア

アクアスキュータム製品（㈱レナウン）、
フィスコ投資ガイド１
フィスコ投資ガイド１年間購読権（㈱フィスコ）
年間購読権（㈱フィスコ）
SHARP 製 20 型液晶テレビ/
型液晶テレビ MD ヘッドホンプレーヤー
JTB 旅行券、ソニーVAIO、デジタルカメラ
、デジタルカメラ
旅行券、ソニー
SEIKO ウォッチ

オリンパス CAMEDIA

エイチ・タイムトロン、ジェフグルメカード

東洋経済新報社株価チャート CD−
−ROM
K-ZONE オリジナルグッズ
賞品は主催者の都合により変わることがあります)
(賞品は主催者の都合により変わることがあります
賞品は主催者の都合により変わることがあります

●そ

の

他：毎週出題される株式に関連したクイズの
他：毎週出題される株式に関連したクイズの正解者の中から、抽選で総額 200 万円相
当のニコスギフトカード
当のニコスギフトカードが当る「五択
ゲット」も引き続き開催致します。
ニコスギフトカードが当る「五択 de ゲット」も引き続き
も引き続き開催致します。

【「第 1 回トレーディングダービー」の結果】
年 6 月 14 日〜1999
年 9 月 30 日
●ゲーム開催期間：1999
日〜
●ゲーム開催期間：
●参

加

者

：8,819 名

●最終平均資産

：101,480,884 円（年率換算 5.37％）
％）

●優

：K*FUND（ニックネーム）
（ニックネーム）

勝

者

最終時価総額 340,390,656 円（年率換算 5,944.95％）
％）

【「第 2 回トレーディングダービー」の結果】
●ゲーム開催期間：1999
年 10 月 25 日〜2000
年 1 月 31 日
●ゲーム開催期間：
日〜
●参

加

者

：9,694 名

●最終平均資産

：102,677,204 円（年率換算 10.34％）
％）

●優

：K*FUND（ニックネーム）〜連覇
（ニックネーム）〜連覇

勝

者

最終時価総額 448,862,610 円（年率換算 26,740.45％）
％）

【「第 3 回トレーディングダービー」
回トレーディングダービー」の結果
ビー」の結果】
の結果】
●ゲーム開催期間：2000
年 2 月 8 日〜2000
年 5 月 19 日
●ゲーム開催期間：
日〜
●参

加

者

：24,422 名

●優

勝

者

：スナイパー（ニックネーム）
最終時価総額 884,601,095 円（年率換算 244,170.4％）
％）

