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会員数 8 万 2 千人突破

金融情報サイト運営の株式会社ケイゾ
金融情報サイト運営の株式会社ケイゾン
株式会社ケイゾン

＜ワンクリックで欲しい資料がお手元に
ワンクリックで欲しい資料がお手元に！
で欲しい資料がお手元に！＞

『資料請求バ
資料請求バッヂ』
ッヂ』
９月１日よりサービス開始
日よりサービス開始
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
インターネット上で金融情報サイト
金融情報サイトを運営する株式会社ケイゾン（
報サイトを運営する株式会社ケイゾン（所在地：
を運営する株式会社ケイゾン（所在地：東京都
所在地：東京都中央
東京都中央
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、9
千万円）は、 月 1 日から「資料請求バッヂ」
日から「資料請求バッヂ」のサー
「資料請求バッヂ」のサー
ビスを開始させていただくこととなりました
ビスを開始させていただくこととなりましたので、お知らせ
こととなりましたので、お知らせします
ので、お知らせします。
します。
(取扱い代理店：株式
取扱い代理店：株式会社サイバー･コミュニケーションズ
取扱い代理店：株式会社サイバー･コミュニケーションズ)
会社サイバー･コミュニケーションズ
「資料請求バッヂ
「資料請求バッヂ」
バッヂ」は、ワンクリックで資料請求ができるバッヂ
ワンクリックで資料請求ができるバッヂで
バッヂです。通常、バッヂ
。通常、バッヂか
バッヂか
ら資料請求をする際には、
資料請求をする際には、①バッヂをクリック
バッヂをクリック ②資料の送付
料の送付先入力ページに飛ぶ
送付先入力ページに飛ぶ ③入力
ページにて資料の送付先
ページにて資料の送付先を入力（住所・
入力（住所・氏名・
氏名・年齢等）④
年齢等）④内容確認
内容確認 ⑤送信 という 5 つの
ステップを踏まなくてはなりません。
ステップを踏まなくてはなりません。③の入力ページにて資料送付先
の入力ページにて資料送付先として
送付先として、
として、住所・氏名・
年齢等の入力には
、3 分の時間が
年齢等の入力には手間がかかり、
には手間がかかり、作業完了
手間がかかり、作業完了まで約
作業完了まで約 2、
の時間がかかってしまいます。
これに対して「資料請求
これに対して「資料請求バッヂ
「資料請求バッヂ」
バッヂ」は、通常の
通常の資料請求ステップ
資料請求ステップにおける
ステップにおける、③
における、③：
、③：入力ペー
ジにて資料送付先
ジにて資料送付先の入力という手間を
の入力という手間を省略します。
という手間を省略します。ケイゾン会員が広告
省略します。ケイゾン会員が広告主から資料送付を
ケイゾン会員が広告主から資料送付を
希望する場合、資料の
希望する場合、資料の送付先入力ページ
資料の送付先入力ページに飛
送付先入力ページに飛んだ時点
に飛んだ時点で、送付先
んだ時点で、送付先入力ボックスに
で、送付先入力ボックスには
入力ボックスには、ケイ
ゾンのデータベース
ゾンのデータベース（ケイゾン会員登録時に
ベース（ケイゾン会員登録時に入力
（ケイゾン会員登録時に入力されたもの）
入力されたもの）から抽出
されたもの）から抽出され
から抽出された
された住所・氏名・
年齢等が自動挿入
年齢等が自動挿入されます。
挿入されます。
この自動挿入により、
「資料請求バッヂ
この自動挿入により、
「資料請求バッヂ」
バッヂ」から資料請求をする際には、①バッヂ
から資料請求をする際には、①バッヂをクリッ
バッヂをクリッ
ク ②資料
②資料送付先入力ページに飛ぶ ③内容確認
内容確認 ④送信 という 4 つのステップ
つのステップと
ステップとなり、作
なり、作
業が完了する
（添付資料 1：
：
「資料請求バッヂ
完了するまで
するまで数秒しか
まで数秒しかかかりません
数秒しかかかりません。
かかりません。
資料請求バッヂ」
バッヂ」の概要をご参照
下さい）もちろんケイゾン会員が住所等の内容
下さい）もちろんケイゾン会員が住所等の内容を訂正したい場合には、上書きすることが
もちろんケイゾン会員が住所等の内容を訂正したい場合には、上書きすることが

可能です。
通常の
通常のバッヂと
バッヂとは全く異なる特徴をもつ
全く異なる特徴をもつ「資料請求
異なる特徴をもつ「資料請求バッヂ
「資料請求バッヂ」
バッヂ」を採用したことで、各企業
を採用したことで、各企業
様への資料請求の数が増加することが期待されると同時に、ケイゾン会員様へ、より
様への資料請求の数が増加することが期待されると同時に、ケイゾン会員様へ、より一層
増加することが期待されると同時に、ケイゾン会員様へ、より一層
のお役立ちができること
お役立ちができることと考えております。
ことと考えております。
以上

＜参考資料・
参考資料・ケイゾンの提供する主なサービス
料・ケイゾンの提供する主なサービス＞
ケイゾンの提供する主なサービス＞
■トレーディングダービー（仮想投資シミ
トレーディングダービー（仮想投資シミュ
（仮想投資シミュレーションゲーム）
参加登録
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与えられます。プレーヤーは
億円の仮想マネーが与えられます。プレーヤーはこれ
が与えられます。プレーヤーはこれ
を元手に、
を元手に、株の売り買いをし、その
株の売り買いをし、その運用成績を
し、その運用成績を競
運用成績を競います。株価が時々刻々変動する実際の
います。株価が時々刻々変動する実際の
値動きに連動（
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、終値だけを参照して、
しているため、終値だけを参照して、1
終値だけを参照して、 日 1 回の売買をする他
のシミュレーションゲーム
シミュレーションゲームとは全く異なり、
レーションゲームとは全く異なり、実践さながらの
とは全く異なり、実践さながらの株
実践さながらの株取引を楽しめます。また、
成績上位者には
、海外旅行をはじめとする豪華賞品
成績上位者には BMW、海外旅行をはじめとする豪華
、海外旅行をはじめとする豪華賞品を用意しています。
賞品を用意しています。
（8 月 7 日現在参加者数：
日現在参加者数：43,996 人）
■「TENTOU THE MARKET」
」（監修：日本証券業協会）
日本証券業協会の監修のもと、店頭株の売買を楽し
日本証券業協会の監修のもと、店頭株の売買を楽しめる
協会の監修のもと、店頭株の売買を楽しめるシミ
めるシミュ
シミュレーションゲームと
レーションゲームとなっ
ゲームとなっ
ています。日本証
ています。日本証券業協会より平成
協会より平成 12 年 4 月 12 日付で発表された「市場改革の行動計画
Ⅱ」のなかでも店頭企業の IR の支援、
の支援、及び投資家への情報提供のための具体案の一つとし
及び投資家への情報提供のための具体案の一つとし
て位置付け
人）
位置付けられています。（8 月 7 日現在参加者数：2,260
日現在参加者数：
■「Try@iTrade」
」
ｉモード端末対応の投資シミュ
ｉモード端末対応の投資シミュレーションゲームで、ルールは
レーションゲームで、ルールは Web 版の「トレーディン
版の「トレーディン
グダービー」と全く同じです。（8 月 7 日現在参加者数：18,287
人）
日現在参加者数：
■「Stock
Quote」
」
■「
会社の名称や銘柄コードから株価を検索する従来型の株価検索機能に加え、値動きの
会社の名称や銘柄コードから株価を検索する従来型の株価検索機能に加え、値動きの
幅などのより複雑な条件設定による株価検索が可能
幅などのより複雑な条件設定による株価検索が可能であり
複雑な条件設定による株価検索が可能であり、
であり、これらをポートフォリオ管理
ツールに統合したサービスです。（近日リニューアル
（近日リニューアル予定）
リニューアル予定）
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、
ミュレーションゲームの他にも、ストック
レーションゲームの他にも、ストックク
ストッククォートの更なる
ートの更なるリニ
更なるリニューアル
リニューアル
をはじめとし、金融分野に特化したウェブ・アプリケーション
金融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。

添付資料１
添付資料１
「資料請求バッヂ」の概要

ゲームページ
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本件問い合わせ先
（当報道資料に関する問い合わせであり、紙面への掲載は差し控え願います。
（当報道資料に関する問い合わせであり、紙面への掲載は差し控え願います。）
＊画面はイメージです。
株式会社 ケイゾン
住所：〒104-0045
東京都中央区築地 2−
−15−
−19
住所：〒
＊画面はイメージです。
TEL：
：03-3547-3805
担当者：稲田
E-mail : inada@k-zone.co.jp

ミレニアム築地 4 階

（※添付資料 1 につきましては、ご希望に応じデータを手配させていただきます。
）

ゲーム登録時のユー
ザ情報がボックス内
にあらかじめ表示さ
れます。

資料請求画面

内容に問題がなけれ
ば、送信ボタンを押す
だけで資料請求完了！

