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2002 年 4 月 1 日
会員数総計 22 万人、金融情報サイト運営の株式会社ケイゾン

参加費無料で豪華賞品ＧＥＴ!!
参加費無料で豪華賞品ＧＥＴ!!日本最大級
!!日本最大級 19 万人参加の本格的投資シミュレーションゲーム

『第 11 回トレーディングダービー』4
回トレーディングダービー』4 月 1 日より開催
総計 200 人に、20
人に、20 万円相当商品券・テレビ・MP
万円相当商品券・テレビ・MP３・カメラ、などの豪華賞品プレゼント！！
MP ３・カメラ、などの豪華賞品プレゼント！！

株式会社ケイゾン

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

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（所在地：東京都中央
区、社長：吉田武司、資本金 2 億 3 千万円）は、インターネット上で 1 億円の仮想マネー
の運用成績を競う投資コンテスト「第 11 回トレーディングダービー」
を 4 月 1 日から開催、
参加者を募集していますので、お知らせします。

トレーディングダービー
トップページ画像イメージ
ＵＲＬ：
http://www.k-zone.co.jp/td/

「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
ンテストで、1 億円の仮想マネーをセミ・リアルタイム（最低
億円の仮想マネーをセミ・リアルタイム（最低 20 分遅れ）の時価情報に基
き、東証 1 部・2
部・2 部・マザーズ上場株式（外国株は対象外）、大証 1 部・2
部・2 部上場株式（外
国株を除く）
、ナスダック・ジャパン及びジャスダック上場株式で運用し、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（最低 20 分遅れのセミリアルタイム株価使
用）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（20
ことに加え、運用成績優秀者には豪華賞品（20 万円相当商品券など）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。
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。

今までケイゾンは、個人投資家の育成というミッションのもと、株式のシミュレーショ
ンとしてトレーディングダービー、カバードワラントのシミュレーションとしてカブワラ
ントダービー（*
ントダービー（*別紙 1 参照）と、インターネットトレードが楽しく擬似体験できるサイト
として、そのカバーする金融商品の幅を広げてきました。今後も、ケイゾン会員総計 22 万
人の潜在的個人投資家及び個人投資家のデータベースを活用し、投資初心者がよりスムー
ズに学習できることはもちろん、投資上級者においても十分に満足できるシステム・ツー
ズに学習できることはもちろん、投資上級者においても十分に満足できるシ
ステム・ツー
ルを積極的に開発及び導入してくことで、金融及び投資学習の場として、さらなるステー
ジを目指します。

（以上）
（以上）

ご参考：前回のコンテスト【第 10 回トレーディングダービーの結果】
●開催期間：2002
●開催期間：2002 年 1 月 4 日〜2002
日〜2002 年 3 月 29 日

●参加者数：192,210
●参加者数：192,210 名

●優勝者：さぶちゃん（ニックネーム）
最終時価総額 ¥189,221,893 円（年率換算 1228.88％）
1228.88％）

＜「第 11 回トレーディングダービー」の概要＞
●参 加 条 件：18
件：18 歳以上の方で、e
歳以上の方で、e‑mail アドレスを持っていれば誰でも無料で参
加できます。
●URL：パソコンからは
URL：パソコンからは

http://www.k‑
http://www.k‑zone.co.jp/td

i モードからは http://www.k‑
http://www.k‑zone.co.jp/i/td
●参加方法：上記 URL より、会員登録ページにて、氏名、住所、電話番号、e
より、会員登録ページにて、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きます。
ID、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：2002
●ゲーム開催期間：2002 年 4 月 1 日〜2002
日〜2002 年 6 月 28 日
●賞

品：20
品：20 万円相当ニコスギフトカード（ケイゾン賞 1 名）、
（※ケイゾン賞：上位
（※ケイゾン賞：上位 50 名様の中から抽選で 1 名様がご当選
名様がご当選。
がご当選。）
総計 200 名へプレゼント！！

シャープ 液晶テレビ
液晶テレビ、
テレビ、マイクロソフト X ボックス、ソニー プレイステーション 2、
松下電工 ポータブル冷蔵庫、ソニックブルー
ポータブル冷蔵庫、ソニックブルー MP3 プレーヤー、
プレーヤー、ジェフグルメカー
ド他

(賞品は主催者の都合により変更となることがあります。
(賞品は主催者の都合により変更となることがあります。)
賞品は主催者の都合により変更となることがあります。)

※別紙 1

＜ケイゾン提供サービスの概要＞
ケイゾン会員は下記のすべてのサービスがご利用できます。会員登録は無料。

Trading
Trading Derby：
Derby：
（トレーディング・ダービー）
URL:
PC
http://www.k‑
http://www.k‑zone.co.jp/td/
i モード
http://www.k‑
http://www.k‑zone.co.jp/i/td/

インターネットを利用した投資コンテスト。
参加者に擬似的に与えられる 1 億円の資金を、セミ・リアル
タイム（20
タイム（20 分遅れ）の時価情報に基き、東証 1 部・2
部・2 部・マ
ザーズ上場株式（外国株は対象外）、大証 1 部・2
部・2 部上場株式
（外国株を除く）、ナスダック・ジャパン及びジャスダック
、ナスダック・ジャパン及びジャスダック
上場株式で運用し、運用成績を競う本格的な擬似売買ゲー
ム。i
ム。i モ‑ドと連動。

JQ the Market：
Market：
（ジェイキュー・ザ・マーケット）
ジェイキュー・ザ・マーケット）
URL:
http://www.k‑
http://www.k‑zone.co.jp/jasdaq/

インターネットを利用した投資コンテスト。
参加者に擬似的に与えられる 1 億円の資金を、セミ・リアル
タイム（20
タイム（20 分遅れ）の時価情報に基き、ジャスダック上場株
式で運用し、運用成績を競う本格的な擬似売買ゲーム。
式で運用し、運用成績を競う本格的な擬似売買ゲーム。
共
催：株式会社ケイゾン 株式会社ジャスダック
推
薦：日本証券業協会 社団法人証券広報センター
日本インベスターリレーションズ協議会

Alert Mail：
Mail：
（アラート・メール）
URL:
http://www.k‑
http://www.k‑zone.co.jp/alert/

指定した銘柄の株価が設定した条件に達すると
指定した銘柄の株価が設定した条件に達すると、メールでお
すると、メールでお
知らせする「株価通知サービス」、そして
、そしてゲームでの約定を
そしてゲームでの約定を
メールでお知らせする「約定通知サービス」。
どちらのサービスも PC メールはもちろん、携帯端末メール
メールはもちろん、携帯端末メール
にも対応。

金融、インターネット通信分野に特化したインターネットア
K‑Zone Market Research ：
（ケイゾン・マーケット・リサーチ） ンケート調査結果の公開。
URL：
URL：
http://www.k‑
http://www.k‑zone.co.jp/mr/
kabuWarrant Derby：
Derby：
（カブワラントダービー）
URL：
URL：
http://www.k‑
http://www.k‑zone.co.jp/wd/

インターネットを利用した投資コンテスト。
参加者に擬似的に与えられる 5000 万円の資金を、 完全リア
ルタイム
ルタイム の時価情報に基き、BNP
の時価情報に基き、BNP パリバが発行するカバー
ドワラント｢カブワラント｣で運用し、運用成績を競う本格的
ドワラント｢カブワラント｣で運用し、運用成績を競う本格的
な擬似売買ゲーム。

●本ニュースリリースに関する問い合わせ先
※画面画像も用意しております。お気軽に下記までお問い合わせください。
株式会社 ケイゾン 担当者：稲田
住所：〒104
住所：〒104‑
104‑0045 東京都中央区築地 2‑15‑
15‑19
TEL：
TEL：03‑
03‑3547‑
3547‑3805

ミレニアム築地 4 階

E‑
E‑mail : inada@k‑
inada@k‑zone.co.jp

（当報道資料に関する問い合わせ先であり、紙面への掲載は差し控え願います。）

