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好きな曲や得意な曲を楽しく歌う。みんなで一つになって盛り上がる。
心が躍り、楽しみが膨らみ、毎日がさらにいきいきとする。
「JOYSOUND FESTA」は、笑顔・元気・健康をテーマに生まれたカラオケ
です。豊富な楽曲数9万曲※は、高品質の音で歌いやすさを追求。さらに
高齢化社会が進むなかで注目を集める“音楽療法”を手軽に実践できる
音楽療養ソフトコンテンツ「健康王国」を搭載。歌う、観る、動く、遊ぶ、
様々な楽しみを提供し、お客様のニーズにお応えします。
賑やかで楽しい、「わたしたちのフェスタ」が、いま始まります。

※2013年4月時点。

「JOYSOUND FESTA」は「Wi i  U™」の本体内蔵
ソフトとして開発した『Nin tendo  ×  JOYSOUND 
Wi i カラオケU』のシステムをベースに、本ソフトで
実現した高い操作性、音、映像のクオリティを活
かし、エルダーコンテンツやオリジナルコンテンツ
を追加した一体型カラオケシステムです。

Wii U GamePadをタッチして
楽曲の検索や早送り、巻戻
し、演奏停止などの即時操
作が可能です。

Wii U GamePadでラクラク操作。

さぁ、はじめよう。

わたしたちのフェスタ。

楽しく歌うから、
ココロもカラダも
元気になる。
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歌う。観る。動く。遊ぶ。
みんなが元気に楽しめるカラオケ。

43

※掲載の画像は、実際の画面と異なる場合があります。
※ゲーム専用コントローラ Wiiリモコンに対応。

※2013年4月時点。

©2013 Nintendo

椅子に座ったラクな姿勢で、体を動かしながら楽しめる
JOYSOUND FESTAだけのオリジナルゲーム。今後も続々
追加予定です。

Wiiリモコン※を使って楽しめる
オリジナルミニゲームも搭載。

2013年
夏予定

歌いやすさが、「楽しさ」につながるカラオケ。自分の
音程をリアルタイムで表示。いつでも音程を確認し
ながら歌えます。

音程を示すピアノロール表示で、
歌いやすさをサポート。

年齢を問わずニーズの高いガイドボーカル入り楽
曲を3,700曲※以上搭載。初めて歌う楽曲や、サビし
か知らない楽曲でも安心して歌えます。

お手本歌唱が流れ、カラオケをサポート。

©2013 Nintendo

カラオケの練習やうた合戦が楽しめる、バリエーション豊富な採点アプリ。

歌い終わると得点を表示するシンプルな採点
機能です。

歌声を細かく分析。音程やテクニックを確認しな
がら、ゲーム感覚で楽しめる採点機能です。

複数のチームに分かれて得点を競い合う、採点
機能です。

観て楽しめる、美しいハイビジョン映像を多数搭載。さら
に、クリアなサウンドで歌いやすさを追求しました。

「わたしの歌いたい」がきっと見つかる。
楽曲数9万曲※で、本人出演映像も充実。

クリアなサウンドと
美しいハイビジョン映像で楽しく歌える。

夜霧のブルース
©日活

坂本冬美「また君に恋してる」
※2013年4月時点。

一体型カラオケではクラス最高水準の楽曲数9万曲※を
搭載。演歌、歌謡曲では、アーティスト本人が登場する「本人
出演映像」も豊富なラインアップでお楽しみいただけます。
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観て、聴いて、楽しむ。
懐かしさと美しさに包まれる。

映像コンテンツ

観る

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。

©オスカ

郷土のむかし話や民話を、
紙芝居で楽しむことがで
きます。

昔から伝わる馴染み深い
童話をアニメーションで
楽しめます。

いろいろな物語を、童心に返って楽しめる。
◎テレビ紙芝居

馴染みのある名作で、心が和む。
◎世界のどうわ

映像で名所巡りができ、日本中を旅している気分に。
◎TABIチャンネル

素晴らしい日本の建築や風景を巡るバーチャルな旅。日本各地の名所が目の前に広がり、心休まる旅を楽しめます。

特別名勝、美しい日本庭園を巡り、さまざまな庭園様
式や技法を鑑賞できます。

■日本庭園の世界
主に明治から大正時代に建てられた、荘厳で観る人
を圧倒する豪華建築を鑑賞できます。

■日本名建築めぐり
記憶に残る時代劇中の場所や歴史を刻んだ由緒ある
場所を訪ね、時代の痕跡を巡ることができます。

■歴史風景巡り

旅チャンネル，TM and ©2013 JIC Co.,Ltd.

「あの頃」を想い出すことで、みんなで楽しく語り合い、心の若返り効果にも期待。
◎懐かしのニュース映像

昭和36～45年までの世
相を伝えるトピックスを
ベストセレクト。懐かしい
昭和の映像を鑑賞しなが
ら、想い出を楽しく語り合
えます。

©毎日映画社

50曲のクラシック音楽と楽曲に合う映像で癒しをもたらす。
◎BGV

クラシック音楽を聴きながらハイビジョン映像で目と心を癒す、美しいリラク
ゼーションコンテンツです。

「健康王国」は、高齢化社会が進む中で注目を集める
“音楽療法”を手軽に実践できる音楽療養ソフトコンテンツ。

カラオケを使って歌う、観る、動く、遊ぶ・・・
音楽と楽しく向き合うことで、心のケアやリハビリなどに効果を発揮します。

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。
※効果効能を保証するものではありません。

JOYSOUND FESTAで
楽しむ健康王国。
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愛知県歯科衛生士会監修、毎日使えて簡単に実践できる口腔体操を搭載。食欲向上や、食事を美味しく楽しめるな
ど、口腔機能の向上と維持に効果的です。基本編と実践編をご用意しました。

舌の動きを高め滑舌と飲み込みを円滑にします。 大きく発声することで咽頭と声帯の動きを強化します。

お口の健康と機能向上が期待される口腔体操。

体を
動かす

機能改善・
体操コンテンツ

体を動かす。心を動かす。
健康と笑顔のみなもとへ。

パタカラ体操は行政機関でも注目されており、各地の老人ホーム等の施設でも活用されています。慣れ親しんだ童謡
を、「パ」「タ」「カ」「ラ」と発音しながら歌うだけで、毎日気軽にカラオケとして楽しみながら口の機能向上などの健康
促進をめざします。

歌いながら、口の機能向上をサポート。

胸を広げることで呼吸の筋肉の柔軟性を高めます。

1999年より要介護者への在宅訪問指導で口腔ケアをとおし“食べる”支援に従事。2003年より介護者教室、介護予防教室等で一般
市民および介護・医療職種対象に口腔機能の講演多数。日本摂食・嚥下リハビリテーション学会認定士。

公益社団法人愛知県
歯科衛生士会副会長

柴田 享子

人生80年。お口の健康は、仲間・家族とのコミュニケーションや、お食事を美味しく食べるために大変重要です。
「毎日健やか お口の体操」の基礎編では、食べる動作と体操の意味づけを解説し、実践編では実際に楽しく体を
動かしながら行えるメニューを用意しました。お食事前の準備体操やレクリエーションでご活用いただけます。

◎歌って元気～パタカラ～

指さき健康法の創始者である父・堤芳郎より学び、昭和６１年ウォルナッツ健康生活研究所を設立。古くから伝わる健康法から最新
のエクササイズまで幅広く研究。ＮＨＫ文化センター、ＪＲ東日本・大人の休日趣味の会、福祉施設など、各地で講師を務め、笑いの絶
えない楽しい指導で好評を得ている。

指さき健康法主宰
健康生活研究所所長

堤 喜久雄

体に負担をかけず、楽しみながら、指さきや手足の運動。若さを維持する健康法を紹介します。

手は第二の脳。楽しみながら、脳の働き促進をサポート。

要介護者からアクティブシニアまで、体力や健康状態に
合わせて体操の種類を選べます。歌謡曲や童謡に合わせ
て体を動かす体操や、二人で協力しながらコミュニケー
ションを高める体操も搭載しています。

体力や健康状態に合わせて体操を選べる。
◎みんなの健康倶楽部

筑波大学体育専門学群卒業と同時にドイツ（ミュンヘン）のボーテ体操学校に留学し、体操指導に関する理論と実践を学ぶ。
平成12～17年度に高齢者の転倒骨折予防のための事業として課題分析や運動指導に携わり、平成18、19年度にはそれをモ
デル事業として展開するための研究代表として事業全体を取りまとめた。現在、日本体育学会、スポーツ教育学会、日本体操
学会などに所属。

三重大学
＜教育学部・保健体育講座＞

後藤 洋子 教授

体力を維持して足腰を強化し、より活力のある生活を
めざします。

二人組になり、お互い触れあうことで、コミュニケーションが
とりやすくなります。

立ったままの運動が困難な方も、椅子に座って無理なく
身体を動かせます。

「みんなの健康倶楽部」は、運動の強さが3つのレベルに分かれ、元気なものから「しっかり体操」「すっきり体操」
「ゆったり体操」の順になっています。比較的元気な方が二人組で行う「ともだち体操」もあります。それぞれ、
様々な音楽に合わせた体操が2～3曲ずつ含まれ、全部で10曲。気分や体調に合った体操を選んで楽しめます。

指さきと脳は密接な関係。ピアニストや手先を使う職人が、高齢でも活躍して
いるのが良い例です。「指さきあそび健康法」は、指さき体操・手足脳の体操・
モノあそびなどのメニューで、楽しみながらご活用いただけます。

こわばった身体をほぐしたり、血液循環を促進して、身体の
調子を整えます。

アクティブシニア対象者要支援・要介護者

強
い

体
操
の
強
さ

弱
い

ゆったり体操

すっきり体操
ともだち体操

しっかり体操

しっかり体操1

すっきり体操2

ゆったり体操3

ともだち体操

4

1 2
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4

◎指さきあそび

©TOPPAN

◎毎日健やか お口の体操

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。
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◎毎日健やか お口の体操

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。
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中野ダンススクール監修日本健康太極拳協会監修

太極拳に呼吸法を合わせることで、体力向上や足腰の
強化にも有効とされています。

無理なく続けられ、体力向上をめざす。
◎健康太極拳 ◎社交ダンス

パートナーとの親近感・信頼感が生まれ、コミュニケー
ションが深まります。

姿勢が良くなり、リズム感を養える。

楽しく音に合わせて運動する。
心身の健康を養う。

ダンスコンテンツ

体を
動かす

10

一緒に踊って、みんなで笑顔になれる。

お笑いタレントと子どもたちが、笑いと元気をたっぷり
とお届けします。一緒に笑い合ったり、曲に合わせて楽
しく踊ったりできます。

◎名曲健康体操
肩こりや腰痛予防に役立つ。

懐かしの名曲を口ずさみ、リズムに合わせて楽しみな
がら、体に心地よい刺激を与える体操ができます。

体を動かすことで血行が良く
なり、体力向上や筋力維持を図
れます。

体調を整え、運動機能を向上。
◎しなやかウェーブ体操 ◎ヨガ体操

社会体育研究wave 監修 日本フィットネスヨーガ協会監修

呼吸とイメージと体のストレッ
チにより、全身の柔軟性向上が
期待できます。

体＋気＋心を調和させ、柔軟性を身につける。

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。

◎元気に踊ろうワンツースリー！

座ってラクな姿勢で楽しみながら、運動できる。
◎座って踊れるフラダンス

音楽のボランティア団体「音雅久」が開発した、ご高齢の方々や、体の不自由な方々のための特別なフラダンスです。
懐かしの歌謡曲や唱歌に合わせてフラダンスを楽しめます。

1995年3月、日本国内では、イノウエケイ・
クムフラに師事。ハワイでは、クムフラ 
tony Tauvel laに師事。2002年3月、
Hula O Liko Lehua設立、現在に至る。

振り付け
Hula O Liko Lehua代表

民谷瑠璃
1998年9月、日本フラスタジオに所属。ア
ロハフェスティバル等に出演。2002年4月、
ハワイ・クムフラ Nalani Keale師に師事。
K’s Hula Studio設立、現在に至る。

振り付け
K’s Hula Studio代表

石田惠子

実際の施設での風景

手話の要素も入ったフラダンスで、覚えやすく簡単に楽しめます。「座って踊れるフラダンス」はその名の通りイスに座ったまま
でも行えるフラダンスです。振付は手話の要素を取り入れ、歌詞の意味を表現していますので、覚えやすく、また動き自体も非常
に簡単です。対応曲には懐かしの名曲も多数使用していますので、みなさん聞き覚えがあるのではないかと思います。ぜひ一度
気軽な気持ちで踊ってみてください。

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。
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Webでフェスタ体験!!
専用ウェブサイトで、「JOYSOUND FESTA」のより詳しい情報をご紹介。

楽しい動画コンテンツもご覧いただけます。

知りたい！をＷebでサポート。

http://festa.joysound.com/JOYSOUND FESTA 検索まずはアクセス！
1211

楽曲検索

健康王国

コンテンツ視聴

「歌いたい！」が、きっと見つかる。
豊富なラインアップからスムーズに楽曲検索ができます。

歌う、観る、動く、遊ぶ。楽しみが満載の
豊富な音楽療養ソフトコンテンツをご説明します。

活用事例 JOYSOUND FESTAを使った一日の
タイムスケジュールをご紹介いたします。

豊富な動画コンテンツをご紹介。
実際に体験している気分を楽しめます。

わたしたちのフェスタ。
楽しい一日がはじまります。

朝のラジオ体操 みんなが集まって、
ラジオ体操第1と第2を楽しみます。

午後からの紅白歌合戦に備えて、のどの準備体操。
カラオケが歌いやすくなります。

みんなで
紅白歌合戦

採点機能を使いながらカラオケを競い合う。
笑顔がどんどん広がる、楽しいひととき。

06：00 起床

07：00

08：00 お散歩タイム

09：00 自由時間

10：00

11：00

12：00 昼食

13：00

14：00 起床

15：00

16：00 お散歩タイム

17：00

18：00 起床

19：00

20：00 お茶＆TVタイム

21：00

22：00 就寝

07：30 朝食

14：30 おやつタイム

就寝前におりがみタイム。
毎日、違うものを折る楽しみがあります。寝る前のおりがみ

みんなが集まって、映像を通じて世界の名所巡り。
実際に旅行を楽しんでいる気分に。TABIチャンネルで旅行気分

口の中の健康促進。
口腔機能の向上にも効果的です。気軽に口腔体操

しなやかウェーブ＆ヨガ

YUBAメソッドでのど鳴らし

歌合戦で盛り上がったあとは、体をゆっくりと動かす
しなやかウェーブやヨガの時間。毎日、楽しく続けていきます。

※ARアプリのインストールが必要です。

AR読取機能付き
「キョクナビJOYSOUND」

無料ダウンロードはこちら。

JOYSOUND FESTA特設Web
サイトでは、最新カラオケ配
信曲情報や「健康王国」の詳
しい情報も満載！

最新のコンテンツ情報はWebでチェック！

※一部のコンテンツは、オプション契約が必要になります。

多彩なクイズで、頭の体操が楽しめる。
◎みんなのクイズ

音楽を聴きながら指先を動かすことで、心と身体のリフ
レッシュができます。

おりがみの折り方をガイドします。動物や乗り物など、
いろいろなカタチを作りあげる歓びが生まれます。

心と身体をリフレッシュする、指先の運動。 記憶と思考能力のトレーニング。
◎あやとり ◎おりがみ

ご当地クイズ、昭和クイズ、イントロクイズ、しりとりクイズ、間違い探しなど、バリエーション豊富なクイズが約500問
出題されます。ご当地クイズでは、47都道府県の方言編、祭り編、伝統工芸編、名所編のクイズがあり、昭和クイズでは
流行、生活、遊びに関するクイズが出題され、みんなで楽しく遊べます。

頭の体操をして遊ぶ。
豊かな歓びが生まれる。

遊ぶ
レクリエーション
コンテンツ

■ご当地クイズ祭り編 ■昭和の遊びクイズ

■イントロクイズ ■しりとりクイズ ■間違い探し

キョクナビJOYSOUNDのAR読取機能を使ってスマートフォンを
右の写真にかざすと、JOYSOUND FESTAの紹介ムービーが
ご覧いただけます。

毎日新聞社
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○外形寸法：本体W255.4×H133.4×D41mm（突起物含まず） ○重量：約500g（バッテリー、タッチペン含む） ○充電時の最大消費電力：約6.7W ○画面：6.2イン
チ液晶（画面縦横比：16:9）、タッチスクリーン ○バッテリー持続時間：約3時間～5時間 ※バッテリーの持続時間は目安です。使用状況によって短くなることがあります。 ○充電
時間：約2時間30分 ○付属品：ACアダプター、タッチペン

Wii U GamePad
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機器仕様

前面 背面側面

前面 背面側面

○外形寸法：W420×H274×D380mm（突起物含まず） ○重量：約
14.5kg（電源コード含む） ○電源電圧：AC100V 50/60Hz ○消費
電力：約415W（サービスコンセント未使用時） ○HDD：2TB×1基搭載 
○エフェクト：10バンドイコライザー ○映像：HD対応 ○予約曲数：
最大100曲 ○キーコントロール：±6段階 ○スピードコントロール：
±5段階 ○ガイドメロディー：最小・小さめ・ふつう・大きめ・最大 ○
演奏フェードアウト：後奏カット ○予約オプション：映像設定・テロッ
プサイズ・キー変更 ○エコーパターン：6種（POPS・演歌など） ○使用
回線：光回線  ○音声出力：１系統3出力 コンポジット、ＨＤＭＩ端子
（出力１、出力２） ○映像出力：１系統3出力 コンポジット、ＨＤＭＩ端子
（出力１、出力２） ○音声入力：2系統（外部入力１（HDMI）、外部入力2（コン
ポジット）） ○映像入力：2系統（外部入力１（HDMI）、外部入力2（コンポジッ
ト）） ○マイク入力：2系統5端子（3端子：Ｐｈｏｎｅジャック、2端子：ピン
ジャック） ○最大出力：150W（8Ωスピーカー接続時） ○LAN端子：1系
統 ○サービスコンセント：4（連動2、非連動2）  ○付属品：電源コード、
液晶保護シート、タッチペン、予備Wii U GamePad

JOYSOUND FESTA（コマンダ）

周辺機器

○外形寸法：通常使用時W550×H1,460×D570mm/モニター収納
時W550×H1,110×D570mm/車積時W550×H815×D570mm 
○重量：約42.8kg ○消費電力：約25W（付属モニター使用時、JS-FWP
及び収納部充電器未使用時） ○スピーカー：8cmツイーターコーン型 
25cmウーハーコーン型 ○インピーダンス：12Ω ○最大入力：150
W（8Ωスピーカー接続時） ○定格入力：100W ○対応機種：JS-FWP 
○付属品：ケーブルクランプ、収納物固定用マジックテープ

JOYSOUND FESTA（専用ラック）

ご契約のインターネット回線で、サーバーから楽曲をダウンロード再生できるのはもちろんの
こと、無線でのご利用も可能です。万が一通信ができない場合でも、内蔵HDDに搭載されて
いる約6万曲の楽曲でカラオケを楽しむことができます。

JOYSOUND FESTAは、「移動」「収納」「使いやすさ」を追求した、
フレキシブルな設計です。

小電力ワイヤレスマイク

○外形寸法：W160×H44×D151mm ○重量：約505g ○消費電力：約5.4W ○スーパーヘ
テロダイン受信方式 ○受信チャンネル：4チャンネル（マイク2本まで受信可能） ○出力レベル：マイ
ク 55mV（VOL MAX時）、ライン 300mV（VOL MAX時） ○電源：DC10.5V、0.7A ACアダプ
ター（AC-WT6000） ○付属品：ACアダプター、受光センサー2個、接続ケーブル、取付金具、充電
器（MCH-01）、充電器ACアダプター

○外形寸法：φ60（最大直径）×L252mm ○重量：約335g（専用ニッケル水素電池含む） ○電源：
DC2.4V～3.0V（付属の専用ニッケル水素電池、または市販単3形乾電池） ○使用マイクロフォン:単一
指向性ダイナミック型 ○送信周波数：4種類（チャンネル切換スイッチにより2MHz帯と4MHz帯の4種類
の周波数から一つを選択し使用する） ○付属品：専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング（4種類 
緑・赤・青・紫）

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

■ 光回線・無線接続の場合

無線LANルータ
または

ニンテンドー
Wi-Fiネットワークアダプタ

ONU
（光回線終端装置）

光回線インターネットサーバー

モニターアーム可動
モニター回転
モニターアームは前後に30度ずつ動かすことができます。
18.5インチワイド液晶モニターは180度以上回転させること
ができるので、利用シーンに合わせて調整可能です。

Wi-Fi、アクセスポイントに対応。無線環境でも使用でき、使いやすさが向上。

機動性に優れたセパレート設計で、使い勝手の良さを実現。

楽曲取り込みに
USB等は不要!
より簡単、便利に
なりました!

便利なオールインワン収納
便利なオールインワン収納ラック
に、カラオケに必要な周辺機器を
入れる収納スペースをご用意し
ました。

環境に左右されない
セパレート設計
コマンダ本体と専用ラックは取り
外しができ、用途に合わせた設置
が可能です。

ラクラク移動
移動に便利なキャスターを採
用。ハンドルの高さは、移動す
る人の身長に合わせて2段階
で調整でき、押しやすい高さ
で固定することができます。毛
足の長い絨毯や、ちょっとした
段差もキャスターとハンドル
でスムーズに移動できます。

□ JOYSOUND FESTA（コマンダ専用ラック装着時）

□ JOYSOUND FESTA（コマンダ）

お店などでカラオケにより音楽を利用する場合はあらかじめ一般社団法人
日本音楽著作権協会（JASRAC）等、著作権管理事業者または著作者の許諾を得る必要があります。

○Wii Uは任天堂の商標です。○本ソフトウェアではDynaFontを使用しています。DynaFontは、DynaComware 
Taiwan Inc.の登録商標です。○本製品は、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。○This software 
is based in part on the work of the Independent JPEG Group.○掲載されている製品の仕様・デザインは改良
のため予告なく変更する場合があります。○写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。○画面、画像はハメコミ合
成及びイメージです。○製品に搭載されているソフト・情報の一部の使用許諾及び所有権は（株）エクシングに帰属します。
○掲載されている写真等を無断で転載することを禁じます。○掲載の内容は2013年4月時点のものです。○パソコン/ス
マートフォン/携帯電話について、一部機種やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合があります。○一部機
能は有料です。別途オプション契約が必要となります。また、サービスをご利用いただく際の通信費はお客様負担と
なります。○HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface®は、米国およびその他の
国におけるHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。

○外形寸法：W420×H52×D234mm ○重量：約2.7kg ○消費電力：約13W ○ダブルスーパー
ヘテロダイン受信方式 ○受信チャンネル：2チャンネル ○ダイバーシティ方式：2レシーバー ○出力
レベル：マイク270mVrms（3.3KΩ終端24KHz変調） ○付属品：アンテナ、接続ケーブル、アンテナ延
長ケーブル、取付金具、クランパー、充電器（MCH-01、スペーサー）、充電器ACアダプター

○外形寸法：φ60（最大直径）×L244mm ○重量：約320g（専用ニッケル水素電池含む） ○電源：
DC2.4V～3.0V（付属の専用ニッケル水素電池、または市販単3形乾電池） ○使用マイクロフォン:単一指向性
ダイナミック型 ○送信周波数：806.125～809.750MHｚ（125KHｚ間隔、30チャンネル） ○空中線電
力：H-10mW、L-2.5mW ○連続使用時間：約10時間 ○付属品：専用ニッケル水素電池、チャンネ
ル識別リング（4種類：金・銀・赤・青）

小電力ワイヤレスマイクレシーバー WT-8700 WT-6000

赤外線ワイヤレスマイク

Wii U GamePad
取り外し可能
カラオケ機器から離れた場所でも、
楽曲やコンテンツの検索・予約が
可能。さらに使いやすいボリューム
つまみと視認性の高いLCD液晶で
簡単、スムーズな操作が可能です。

WM-870 WM-610

JC-FW1

JS-FWP
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○外形寸法：本体W255.4×H133.4×D41mm（突起物含まず） ○重量：約500g（バッテリー、タッチペン含む） ○充電時の最大消費電力：約6.7W ○画面：6.2イン
チ液晶（画面縦横比：16:9）、タッチスクリーン ○バッテリー持続時間：約3時間～5時間 ※バッテリーの持続時間は目安です。使用状況によって短くなることがあります。 ○充電
時間：約2時間30分 ○付属品：ACアダプター、タッチペン

Wii U GamePad

570

380

27
4

420

550
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420

27
4

550
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機器仕様

前面 背面側面

前面 背面側面

○外形寸法：W420×H274×D380mm（突起物含まず） ○重量：約
14.5kg（電源コード含む） ○電源電圧：AC100V 50/60Hz ○消費
電力：約415W（サービスコンセント未使用時） ○HDD：2TB×1基搭載 
○エフェクト：10バンドイコライザー ○映像：HD対応 ○予約曲数：
最大100曲 ○キーコントロール：±6段階 ○スピードコントロール：
±5段階 ○ガイドメロディー：最小・小さめ・ふつう・大きめ・最大 ○
演奏フェードアウト：後奏カット ○予約オプション：映像設定・テロッ
プサイズ・キー変更 ○エコーパターン：6種（POPS・演歌など） ○使用
回線：光回線  ○音声出力：１系統3出力 コンポジット、ＨＤＭＩ端子
（出力１、出力２） ○映像出力：１系統3出力 コンポジット、ＨＤＭＩ端子
（出力１、出力２） ○音声入力：2系統（外部入力１（HDMI）、外部入力2（コン
ポジット）） ○映像入力：2系統（外部入力１（HDMI）、外部入力2（コンポジッ
ト）） ○マイク入力：2系統5端子（3端子：Ｐｈｏｎｅジャック、2端子：ピン
ジャック） ○最大出力：150W（8Ωスピーカー接続時） ○LAN端子：1系
統 ○サービスコンセント：4（連動2、非連動2）  ○付属品：電源コード、
液晶保護シート、タッチペン、予備Wii U GamePad

JOYSOUND FESTA（コマンダ）

周辺機器

○外形寸法：通常使用時W550×H1,460×D570mm/モニター収納
時W550×H1,110×D570mm/車積時W550×H815×D570mm 
○重量：約42.8kg ○消費電力：約25W（付属モニター使用時、JS-FWP
及び収納部充電器未使用時） ○スピーカー：8cmツイーターコーン型 
25cmウーハーコーン型 ○インピーダンス：12Ω ○最大入力：150
W（8Ωスピーカー接続時） ○定格入力：100W ○対応機種：JS-FWP 
○付属品：ケーブルクランプ、収納物固定用マジックテープ

JOYSOUND FESTA（専用ラック）

ご契約のインターネット回線で、サーバーから楽曲をダウンロード再生できるのはもちろんの
こと、無線でのご利用も可能です。万が一通信ができない場合でも、内蔵HDDに搭載されて
いる約6万曲の楽曲でカラオケを楽しむことができます。

JOYSOUND FESTAは、「移動」「収納」「使いやすさ」を追求した、
フレキシブルな設計です。

小電力ワイヤレスマイク

○外形寸法：W160×H44×D151mm ○重量：約505g ○消費電力：約5.4W ○スーパーヘ
テロダイン受信方式 ○受信チャンネル：4チャンネル（マイク2本まで受信可能） ○出力レベル：マイ
ク 55mV（VOL MAX時）、ライン 300mV（VOL MAX時） ○電源：DC10.5V、0.7A ACアダプ
ター（AC-WT6000） ○付属品：ACアダプター、受光センサー2個、接続ケーブル、取付金具、充電
器（MCH-01）、充電器ACアダプター

○外形寸法：φ60（最大直径）×L252mm ○重量：約335g（専用ニッケル水素電池含む） ○電源：
DC2.4V～3.0V（付属の専用ニッケル水素電池、または市販単3形乾電池） ○使用マイクロフォン:単一
指向性ダイナミック型 ○送信周波数：4種類（チャンネル切換スイッチにより2MHz帯と4MHz帯の4種類
の周波数から一つを選択し使用する） ○付属品：専用ニッケル水素電池、チャンネル識別リング（4種類 
緑・赤・青・紫）

赤外線ワイヤレスマイクレシーバー

■ 光回線・無線接続の場合

無線LANルータ
または

ニンテンドー
Wi-Fiネットワークアダプタ

ONU
（光回線終端装置）

光回線インターネットサーバー

モニターアーム可動
モニター回転
モニターアームは前後に30度ずつ動かすことができます。
18.5インチワイド液晶モニターは180度以上回転させること
ができるので、利用シーンに合わせて調整可能です。

Wi-Fi、アクセスポイントに対応。無線環境でも使用でき、使いやすさが向上。

機動性に優れたセパレート設計で、使い勝手の良さを実現。

楽曲取り込みに
USB等は不要!
より簡単、便利に
なりました!

便利なオールインワン収納
便利なオールインワン収納ラック
に、カラオケに必要な周辺機器を
入れる収納スペースをご用意し
ました。

環境に左右されない
セパレート設計
コマンダ本体と専用ラックは取り
外しができ、用途に合わせた設置
が可能です。

ラクラク移動
移動に便利なキャスターを採
用。ハンドルの高さは、移動す
る人の身長に合わせて2段階
で調整でき、押しやすい高さ
で固定することができます。毛
足の長い絨毯や、ちょっとした
段差もキャスターとハンドル
でスムーズに移動できます。

□ JOYSOUND FESTA（コマンダ専用ラック装着時）

□ JOYSOUND FESTA（コマンダ）

お店などでカラオケにより音楽を利用する場合はあらかじめ一般社団法人
日本音楽著作権協会（JASRAC）等、著作権管理事業者または著作者の許諾を得る必要があります。

○Wii Uは任天堂の商標です。○本ソフトウェアではDynaFontを使用しています。DynaFontは、DynaComware 
Taiwan Inc.の登録商標です。○本製品は、フォントワークス株式会社のフォントを使用しています。○This software 
is based in part on the work of the Independent JPEG Group.○掲載されている製品の仕様・デザインは改良
のため予告なく変更する場合があります。○写真・画像は実際の製品と異なる場合があります。○画面、画像はハメコミ合
成及びイメージです。○製品に搭載されているソフト・情報の一部の使用許諾及び所有権は（株）エクシングに帰属します。
○掲載されている写真等を無断で転載することを禁じます。○掲載の内容は2013年4月時点のものです。○パソコン/ス
マートフォン/携帯電話について、一部機種やブラウザによってサービスをご利用いただけない場合があります。○一部機
能は有料です。別途オプション契約が必要となります。また、サービスをご利用いただく際の通信費はお客様負担と
なります。○HDMI®、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interface®は、米国およびその他の
国におけるHDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。

○外形寸法：W420×H52×D234mm ○重量：約2.7kg ○消費電力：約13W ○ダブルスーパー
ヘテロダイン受信方式 ○受信チャンネル：2チャンネル ○ダイバーシティ方式：2レシーバー ○出力
レベル：マイク270mVrms（3.3KΩ終端24KHz変調） ○付属品：アンテナ、接続ケーブル、アンテナ延
長ケーブル、取付金具、クランパー、充電器（MCH-01、スペーサー）、充電器ACアダプター

○外形寸法：φ60（最大直径）×L244mm ○重量：約320g（専用ニッケル水素電池含む） ○電源：
DC2.4V～3.0V（付属の専用ニッケル水素電池、または市販単3形乾電池） ○使用マイクロフォン:単一指向性
ダイナミック型 ○送信周波数：806.125～809.750MHｚ（125KHｚ間隔、30チャンネル） ○空中線電
力：H-10mW、L-2.5mW ○連続使用時間：約10時間 ○付属品：専用ニッケル水素電池、チャンネ
ル識別リング（4種類：金・銀・赤・青）

小電力ワイヤレスマイクレシーバー WT-8700 WT-6000

赤外線ワイヤレスマイク

Wii U GamePad
取り外し可能
カラオケ機器から離れた場所でも、
楽曲やコンテンツの検索・予約が
可能。さらに使いやすいボリューム
つまみと視認性の高いLCD液晶で
簡単、スムーズな操作が可能です。

WM-870 WM-610

JC-FW1

JS-FWP
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