＜広報資料＞

2000 年７月 26 日

金融情報サイト運営の株式会社ケイゾン
金融情報サイト運営の株式会社ケイゾン

モバイルトレーダーの登竜門
モード株式投資
株式投資シ
投資シミュレーションゲーム
ミュレーションゲーム
モバイルトレーダーの登竜門 i モード株式

『第５回 Try@iTrade』
』７月２９日よりスタート
２９日よりスタート
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（
金融情報サイトを運営する株式会社ケイゾン（本店
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
中央区、社長：
中央区、社長：吉田武司
、社長：吉田武司、資本金
吉田武司、資本金 2 億 3 千万円）は、i
千万円）は、 モード上で 1 億円の仮想マネーの
億円の仮想マネーの運
用成績を競
」
（DLJ direct SFG 証券株式会社協賛）
成績を競う
を競う投資コンテスト「第５回 Try@iTrade」
証券株式会社協賛）を
７月２９日から開催
２９日から開催、参加者を募集
日から開催、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。
「Try@iTrade」は、
」は、過去
」は、過去４
過去４回の開催で参加者が延べ
回の開催で参加者が延べ５
延べ５万２千人を超え、
人を超え、i モードユーザー
モードユーザー
にとっては株式投資の登竜門的
にとっては株式投資の登竜門的サービス
株式投資の登竜門的サービスとなって
サービスとなっており、
となっており、回を重ねる毎に
おり、回を重ねる毎に参加者も
回を重ねる毎に参加者も増えてお
参加者も増えてお
ります。第
」は７月２８日に終了し、新たに第
ります。第４回「Try@iTrade」
回「
２８日に終了し、新たに第５
日に終了し、新たに第５回が７
回が７月２９日からの
２９日からの
スタートとなります
スタートとなります。
ります。
「Try@iTrade」では、
」では、i
」では、 モードより参加
モードより参加登録
より参加登録を行ったプレーヤーに
登録を行ったプレーヤーに 1 億円の仮想マネーが
億円の仮想マネーが
与えられます。プレーヤーはこれを元手
与えられます。プレーヤーはこれを元手に
これを元手に、東証 1 部・2
部・ 部・マザーズ上場株式（外国株を
部・マザーズ上場株式（外国株を
除く）
、大証 1 部・2
除く）
部・ 部上場株式（外国株を除く
部上場株式（外国株を除く）
を除く）、及び
、及び店頭登録株式
及び店頭登録株式で
店頭登録株式で運用し、その運用成
運用し、その運用成
績を競
績を競います。株価が時々刻々変動する実際の値動きに連動
います。株価が時々刻々変動する実際の値動きに連動（
株価が時々刻々変動する実際の値動きに連動（20 分遅れ）しているため、
分遅れ）しているため、
デイ・トレーダー的な投資のみならず、広く i モード上での株式トレード
モード上での株式トレードを
トレードを学習・疑似体験
することができます。また、
することができます。また、運用成績上位
運用成績上位者には
上位者には「ザウルス」
者には「ザウルス」（シャープ携帯情報端末）を
（シャープ携帯情報端末）を
はじめとする賞品が贈呈されることもあり、昨年 11 月下旬のサービス開始以来約
下旬のサービス開始以来約 8 ヶ月間
ヶ月間
で延べ約 5 万 2 千人以上も
以上もの参加者を集め
の参加者を集め、
を集め、熱戦が繰り広げられてきました。
ケイゾンはインタ
（仮想投資シ
ケイゾンはインターネット上においても
はインターネット上においても「トレーディングダービー」
ーネット上においても「トレーディングダービー」
（仮想投資シミュ
レーションゲーム）
、「TENTOU

THE

MARKET」
（監修：
監修：日本証券業
」（
監修：日本証券業協会）
日本証券業協会）を
協会）を開催して

おり、今回お知らせした
」と合わせ登録ユーザ
おり、今回お知らせした i モード上の投資コンテスト「
モード上の投資コンテスト「Try@iTrade」と合わせ
投資コンテスト「
」と合わせ登録ユーザ
ーが７万 8 千人を突破いたしました。
を突破いたしました。今後
いたしました。今後、投資シ
今後、投資シミュ
、投資シミュレーションゲームの他にも、金融
ミュレーションゲームの他にも、金融
分野に特化したウェブ・アプリケーション
分野に特化したウェブ・アプリケーションを次々と
ウェブ・アプリケーションを次々と展開して参ります。
を次々と展開して参ります。
以

上

＜「第５回 Try@iTrade」の概要＞
」の概要＞
●ゲーム開催期間：
ゲーム開催期間：2000
年 7 月 29 日〜2000
年 9 月 29 日
ゲーム開催期間：
日〜
●参加条件：
参加条件：18
参加条件： 歳以上の方で、i
歳以上の方で、 モード利用者であれば誰でも参加できます。
モード利用者であれば誰でも参加できます。
●i モードでの
モードでのアクセス方法：
でのアクセス方法：
カード/
カード 証券 / 保険 → 証券 → DLJdirect → Trading ゲーム（提供：ケイゾン）
ゲーム（提供：ケイゾン）
もしくは URL にて http://www.k-zone.co.jp/tdi/
●参加方法：i
、ニックネーム、e-mail
アドレス、電話番号
参加方法： モード上にてログイン ID、ニックネーム、
、ニックネーム、
アンケートを記入して登録していただきます。
●開催期間中は随時参加登録可能
開催期間中は随時参加登録可能です。
開催期間中は随時参加登録可能です。
●参加費用：無料
参加費用：無料
●賞品：ザウルス他
メインスポンサー：DLJ
direct SFG 証券株式会社
メインスポンサー：

＜第 4 回

Try@iTrade の７月２５
７月２５日現在＞
現在＞

●参

者

加

：17,667 名

＜第３回

Try@iTrade の結果＞

●参

者

加

：15,568 名●優

勝

者

：Ayu（ニックネーム）
（ニックネーム）

最終時価総額 156,188,667 円（年率換算：約 1,554%）
）
＜第２回

Try@iTrade の結果＞
結果＞

●参

者

加

：12,267 名●優

勝

者

：トーマス（ニックネーム）

最終時価総額 127,797,375 円（年率換算：約 368%）
）
＜第１回

Try@iTrade の結果＞
の結果＞

●参

者

加

：8,676 名●優

勝

者

：さわ（ニックネーム）
最終時価総額 124,039,847 円（年率換算：約 203％）
％）

