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2002 年 4 月 30 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
ケイゾン有料サイト「プレミアムサービス銘探偵シリーズ」第一弾コンテンツ

日本初！株式投資模擬試験型サービス
「パフォーマンス・アナリシス」4
パフォーマンス・アナリシス」4 月 26 日より販売開始
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、ケイゾン有料サイト「プレミアムサービス銘探偵
シリーズ」を 4 月 26 日にオープンし、その第一弾コンテンツとして株式投資模擬試験型サービ
ス「パフォーマンス・アナリシス（Performance
ス「パフォーマンス・アナリシス（Performance Analysis ）」を同日販売開始したことをお知
らせします。

●ケイゾン有料サイト「プレミアムサービス銘探偵シリーズ」について

個人投資家の株式投資学習サイクルの「PLAN
「DO」
「SEE」の各フェイズに焦点をあててサポ
個人投資家の株式投資学習サイクルの「PLAN」
PLAN」
DO 」
SEE」の各フェイズに焦点をあててサポ
ートする、個人投資家向け学習サポート有料コンテンツシシリーズです。

今回第一弾として、「パフォーマンスアナリシス」を導入します。導入の背景としては、これ
までケイゾンは、株式投資シミュレーション（疑似体験の場）である「トレーディングダービ
ー」（*1
（*1 別紙参照）により「PLAN
別紙参照）により「PLAN」
PLAN」、「DO
「DO」の場はサポートしてきましたが、分析・評価・採点と
DO 」の場はサポートしてきましたが、分析・評価・採点と
いう「SEE
いう「SEE」の場においては十分なサポート体制をとれていませんでした。そこで今回、分析・
SEE」の場においては十分なサポート体制をとれていませんでした。そこで今回、分析・
評価・採点の「SEE
評価・採点の「SEE」の場のサポートを強めることを目的と
SEE」の場のサポートを強めることを目的とした「パフォーマンスアナリシス」
」の場のサポートを強めることを目的とした「パフォーマンスアナリシス」
を導入する運びとなりました。これによりケイゾンサイトでは、「PLAN
「PLAN」
PLAN」「DO」
DO」「SEE」株式学習
SEE」株式学習
の一連の流れをサポートできる体制を整えられ、個人投資家がよりスムーズに学習できるサイ
トとなりました。

●「パフォーマンス・アナリシス」について

ケイゾンが運営する株式投資シミュレーション「トレーディングダービー」と連動し、
「トレ
ケイゾンが運営する株式投資シミュレーション「トレーディングダービー」と連動し、
ーディングダービー」を株式投資の模擬試験の場に例え、その株式投資履歴データを元に、ユ
ーザーの「株力」（*2）
*2 ）を分析・評価・採点するコンテンツです。
を分析・評価・採点するコンテンツです。

「トレーディングダービー」開催期間中は WEB 上でグラフや数値により投資履歴・パフォー
マンスを分析し、開催終了後には郵送（予定）により診断書が送られます。ユーザーは、診断
書に記載される偏差値により、他の人と比較した相対的な自己の「株力」を知ること、また、
項目別採点評価により、自己の株式投資スキームの強み・弱み・癖などを、把握することがで
きます。将来的には、実際の投資スクールでの講座との連動や、プロのアナリストによる WEB
上での個別診断も視野にいれ、サービスを拡大していきます。

パフォーマンス・アナリシス
コンセプトイメージ図
（※画像用意あります。）

●有料コンテンツ導入の背景と今後のサービス展開について
●有料コンテンツ導入の背景と今後のサービス展開について

今回、有料コンテンツ導入の背景としましては、よりレベルアップや高いユニーク性を求め
るユーザニーズが多く寄せられたことがあげられます。今後も、個人投資家の育成というミッ
ションのもと、これまで同様無料サービスでの運営を中心に据え、多様なユーザニーズに答え
るべく随時、有料コンテンツを開発・導入していく予定であります。第二弾としては、
「PLAN
「PLAN」
PLAN」
の部分をサポートするコンテンツを計画しております。
（以上）
(*2)「株力」＝学力、体力と同様の意味合いで株式投資スキルのことをケイゾンでは「株力」
(*2)「株力」＝学力、体力と同様の意味合いで株式投資スキルのことをケイゾンでは「株力」
と定義しています。

＜「パフォーマンス・アナリシス」の詳細＞

●サービス内容：株式投資シミュレーションと完全連動した株式投資模擬試験型サービス
です。自己の投資データを様々な視点から分析・評価・採点します。

●購入条件：ケイゾン会員の方（既に会員登録すませている方は新規登録の必要ありません。
会員登録は無料です。
会員登録は無料です。）

●URL：
URL ：

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

（PC のみ対応）

●料金：3,500
●料金：3,500 円（税別）
＊ただし 6 月 28 日（金）までキャンペーン期間中につき 2,800 円（税別）

●期間：トレーディングダービー1
●期間：トレーディングダービー1 開催（最大約 3 ヶ月）ごと

●販売開始日：2002
●販売開始日：2002 年 4 月 26 日

●販売場所：
ケイゾン内有料サイト「プレミアムサービス銘探偵シリーズ」にて
URL）
URL ）http://www.k‑
http://www.k ‑ zone.co.jp/pm/

※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 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
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
運用し、運用成績を競う本格的な擬似売買ゲーム。i モ‑ドと連
動。
登録参加者数：約 20 万人（日本最大規模）

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‑
://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
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。
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、メールでお知
すると、メールでお知
らせする「株価通知サービス」、そしてゲームでの約定をメール
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ン
K ‑ Zone Market Research ：
（ケイゾン・マーケット・リサーチ） ケート調査結果の公開。
URL：
URL ：
http://www.k‑
http://www.k ‑ zone.co.jp/mr/
kabuWarrant
kabuWarr ant 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 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な擬似売
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
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。）

