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2003 年 6 月 26 日
会員数総計 28 万人突破、金融情報サイト運営の株式会社ケイゾン

参加費無料でハワイ旅行
参加費無料でハワイ旅行など豪華賞品
ハワイ旅行など豪華賞品 GET!!リアルタイム外国為替証拠金シミュレーション
GET!!リアルタイム外国為替証拠金シミュレーション

新サービス「FX
新サービス「FX トレーディングダービー」7
トレーディングダービー」7 月 1 日開始！
日本最大級株式投資ゲーム「トレーディングダービー」運用ノウハウ活用
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：髙橋暁人、資本金 2 億 3 千万円）は、７月 1 日から新たに、300
日から新たに、300 万円の仮想マネ
ーを元手に、外国為替証拠金（保証金）取引の運用成績を競う本格派リアルタイム投資コ
ンテスト「FX
ンテスト「FX トレーディングダービー」（エフ・エックス トレーディングダービー）を、
開始いたします。

FX 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/fx/

■ゲーム開始の背景

昨今、証券会社、短資会社、商品取引員など、外国為替証拠金取引を取り扱う会社が急増した
ことにより、外国為替証拠金取引人口が急増、今後もさらに活性化することが予想されていま
ことにより、外国為替証拠金取引人口が急増、今後もさらに活性化することが予想されていま
す。

しかし、外国為替証拠金取引を規制する法律や、協会も整備されていないため、取引に関する
説明義務や、リスク管理のあり方などの、個人投資家保護の統一ルールがなく、個人投資家が
安心して取引に参加できる環境が整っているとはいえません。

そのため、個人投資家には、 投資の責任は投資判断を最終的に行った投資家自らが負担する
という、
「自己責任の原則」を、いままで以上に厳しく追求される取引といえ、実際の取引を始
める前に、投資判断力を高めることができる場・機会の重要性が増しています。
める前に、投資判断力を高めることができる場・機会の重要性が増しています。
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■ゲーム開始の目的

「FX
この現状を踏まえ、「
FX トレーディングダービー」により、外国為替証拠金取引の疑似体験・仮
想取引の場を提供することは、個人投資家が自らの投資判断力を高めることはもちろん、業界
の発展にも寄与すると判断し、今回のサービス開始に至りました。

「FX トレーディングダービー」での疑似体験・仮想取引により、実際の取引を始める前に、個
人投資家に習得してほしいこと

(1)リスク管理能力
(1)リスク管理能力
資金の約 10 倍の大きな取引ができるため、少ない元手で大きな利益を得ることも可能だが、逆
倍の大きな取引ができるため、少ない元手で大きな利益を得ることも可能だが、逆
に、想定した以上の大きな損失を被る可能性のあるリスクを管理する能力

(2)商品知識
(2)商品知識
証拠金制度、差金決済の仕組み、スワップポイント、ロスカットルールの仕組み、など

(3)取引する会社の選別能力
(3)取引する会社の選別能力
個人投資家保護の統一ルールがないため、自らの知識を元に、取引する会社を選別できる能力

株式会社ケイゾンは、1999 年 6 月から開始し、現在日本最大級の株式投資コンテストである「ト
レーディングダービー」にて、株式市場の疑似体験・仮想取引の場を提供してきた
レーディングダービー」にて、株式市場の疑似体験・仮想取引の場を提供してきた運営ノウハ
株式市場の疑似体験・仮想取引の場を提供してきた運営ノウハ
ウを活用し、参加登録者数で 10 万人をめざします。
万人をめざします。

(以上)
以上)

＜「第 1 回 FX トレーディングダービー」の概要＞
■参加方法など基本的な事項
※参加費無料で豪華賞品をご用意しております。
•

参加条件：18 歳以上の方で、e‑mail アドレスを持っていれば誰でも無料。

•

URL：http://www.k‑zone.co.jp/fx/

•

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‑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。(ゲーム開催期間中であれば、
いつもで途中参加可能。本リリース日現在も事前参加受付中。)
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•

ゲーム開催期間：2003 年 7 月 1 日(火)〜2003 年 9 月 26 日（金）※以後約 3 ヶ月単
位で開催予定

•

特別賞としてハワイ 5 日間の旅（ペア）、※上位 30 名から抽選で 1 名

1 位：シャープ AQUOS 液晶テレビ、2 位：ヤマハ DVD 付き 5.1ch ホームシアターシス
テム、3 位ソニー デジカメサイバーショット、4 位ソニー プレステ 2、5 位：パナソ
ニック ポータブル MD、6 位：空気清浄機 エアーリッチ カテキン、7 位：ツインバード
冷たさ長持ちビアサーバー、8 位：ツインバード 電動歯ブラシ、9〜10 位：DVD ソフト、
以下飛び賞として、約 20 名にケイゾンボールペン+1 ドル紙幣＋5 ユーロ紙幣 (賞品は
主催者の都合により変更となることがあります。)
•

主催：株式会社ケイゾン

•

スポンサー：岡藤商事株式会社、セントラル短資オンライントレード株式会社、
（ア
イウエオ順）

■ルールに関する事項
※リアルタイム為替情報を活用した本格的外国為替証拠金取引シミュレーションとなって
おります。
おります。
•

ゲーム内所持金：300 万円(仮想マネー300 万円からスタート)

•

為替情報：リアルタイム

•

取扱通貨：米ドル/円、ユーロ/円

•

呼値：米ドルおよびユーロ共に 0.01 円

•

取引単位：1 万米ドル、1 万ユーロ

•

証拠金：1 万米ドルまたは 1 万ユーロあたり 10 万円

•

手数料：1 万ドルまたは 1 万ユーロあたり片道 500 円

•

スワップポイント：毎日反映

•

取引時間：月曜午前 6:00〜土曜日午前 3：00(ただし、午前 3 時〜午前 6 時は取引を停
止します)

•

注文時間：ご注文は 24 時間いつでも受付いたします。

•

注文方法： 成行、指値、逆指値
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※別紙１
＜ケイゾン提供サービスの概要＞
ケイゾン会員は以下のサービスがご利用できます。※一部のサービス除きすべて無料
Trading Derby：
（トレーディング・ダービー）
PC
http://www.k‑zone.co.jp/td/
i モード
http://www.k‑zone.co.jp/i/td/

インターネットを利用した株式投資コンテスト。
参加者に擬似的に与えられる 1000 万円の資金を、セミ・リアルタイム
（20 分遅れ）の時価情報に基き、東証 1 部・2 部・マザーズ上場株式
（外国株は対象外）
、大証 1 部・2 部上場株式（外国株を除く）
、ヘラク
レス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 モ‑ド対応】
【無料】

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

インターネットを利用した株式投資コンテスト。
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
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。ジャスダック上場企業 IR の場とし
ても育成。
【無料】
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

kabuWarrant Derby：
（カブワラントダービー）
http://www.k‑zone.co.jp/wd/

インターネットを利用したカバードワラント投資コンテスト。
参加者に擬似的に与えられる 2000 万円の資金を、 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買ゲーム。
【無料】

FX Trading Derby ：
（エフ・エックス・トレーディング・ダ
ービー）
http://www.k‑zone.co.jp/fx/

インターネットを利用した外国為替証拠金（保証金）取引投資コンテ
スト。
参加者に擬似的に与えられる 300 万円の資金を、 リアルタイム の為
替情報に基き、外国為替証拠金（保証金）取引の運営し、運用成績を
競う本格的な擬似売買ゲーム。【無料】

K‑Zone Market Research ：
（ケイゾン・マーケット・リサーチ）
http://www.k‑zone.co.jp/mr/

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ケート
調査結果の公開。【無料】

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

株価が設定した条件に達すると、メールでお知らせするサービス。【i
モード対応】
【無料】

Perfomance Analysis
(パフォーマンス・アナリシス)
http://www.k‑zone.co.jp/pm/

トレーディングダービーと完全連動し投資履歴を分析・評価・採点。
トレーディングダービー終了後には、郵送で送られるトレダビ診断証
付。
【有料】

チェース・何・しはったん？
http://www.k‑zone.co.jp/cn/

トレーディングダービー上位陣の売買情報を検索。上位 10 名の保有目
柄をリアルタイムで検索することが可能。
【有料】

●本ニュースリリースに関する問い合わせ先
●本ニュースリリースに関する問い合わせ先
※画面画像もご用意しております。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：広報 稲田
住所：〒104
住所：〒104‑
104‑0033 東京都中央区新川 1−10−
10−14 ニューリバービルディング 3F
TEL：
TEL：03‑
03‑3523‑
3523‑6958 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。）
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