
【別紙1】JOYSOUNDの家庭用カラオケ機能比較

＊記載内容は2018年3月末現在のものです。都合により掲載内容が変更される場合がございますのであらかじめご了承ください。
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サービス名 カラオケJOYSOUND for みるプラス JOYSOUND.TV カラオケJOYSOUND for アクトビラ JOYSOUND.TV Plus JOYSOUND.TV Plus JOYSOUND.TV Plus カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch カラオケJOYSOUND for Wii U カラオケJOYSOUND ジョイサウンドカフェ カラオケJOYSOUND＋

50,000曲以上 100,000曲以上 18,000曲以上 100,000曲以上 100,000曲以上 100,000曲以上 140,000曲以上 100,000曲以上 100,000曲以上 100,000曲以上 140,000曲以上

※演歌パックは4,500曲以上 (ディスク版　収録曲51曲)

分析採点：○ 分析採点：× 分析採点：× 分析採点：○ 分析採点：○ 分析採点：○ 分析採点：○ 分析採点：○ 分析採点：○ 分析採点：× 分析採点：○

全国採点：○ 全国採点：× 全国採点：× 全国採点：○ 全国採点：○ 全国採点：○ 全国採点：○ 全国採点：○ 全国採点：○ 全国採点：× 全国採点：×

(一部楽曲は非対応) (一部楽曲は非対応) (持ち歩きパックは対応しておりません。) ※分析採点の機能はカラオケ店舗とは異なります。

エコー/キー変更 ○ △※1 △※1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ △※1 ○

1時間歌い放題200円+税 24時間会員コース286円+税 24時間会員コース476円+税 24時間チケット300円+税 24時間チケット300円+税 24時間チケット300円+税 3時間チケット300円+税 3時間 歌い放題カラオケ期間チケット 月額歌い放題950円+税 1ヶ月利用券（歌い放題・採点し放題チケット）

24時間歌い放題500円+税 月額継続会員コース952円+税自動継続あり 月額継続会員コース933円+税自動継続あり 20日間チケット1,000円+税 20日間チケット1,000円+税 20日間チケット1,000円+税 24時間チケット500円+税 200円 1日 自動継続あり 360円（税込）

月額歌い放題1000円+税 演歌歌い放題パック700円+税自動継続あり 自動更新あり 自動更新あり 自動更新あり 30日チケット1,400円+税 1日 300円＋税 (WebMoney決済のみご利用期間が30日です。)毎月自動更新の定期購読型課金

自動継続あり 30日間チケット800円+税 90日チケット2,800円+税 300円 7日 ※毎日1曲は無料でご利用いただけます。

※PS Plus会員専用 30日 500円＋税

自動更新あり 1,000円 30日

90日 1,000円＋税

VR24時間チケット500円+税 2,000円 持ち歩きカラオケ1パック 500円＋税

VR20日間チケット1,800円+税

自動更新あり

VR30日間チケット1,400+税

※PS Plus会員専用

自動更新あり

(ディスク版は収録曲51曲が無料です。)

各ケーブルテレビの決済方法に準ずる クレジットカード決済など クレジットカード決済など PlayStation®Storeでチケット購入※2 PlayStation®Storeでチケット購入※2 PlayStation®Storeでチケット購入※2 ニンテンドーeショップでチケット購入 ニンテンドーeショップでチケット購入 ソフト内から購入 プロバイダ決済 App Store 定期購読型課金

Yahoo!ウォレット決済 Google Play 定期購入型課金

クレジットカード決済

WebMoney決済

インターネット回線 光回線などのブロードバンド回線 光回線などのブロードバンド回線 光回線などのブロードバンド回線 光回線などのブロードバンド回線 光回線などのブロードバンド回線 ADSL・光回線などのブロードバンド回線 ADSL・光回線などのブロードバンド回線 実測値5Mbps以上 光回線などのブロードバンド回線 ネットワーク接続

(実測値15Mbps以上) (実測値12Mbps以上) (実測値12Mbps以上) (実測値12Mbps以上) (実測値12Mbps以上) (実測値12Mbps以上) (実測値8Mbps以上)

USBマイク 下記の機器をご用意いただくことで、

より本格的にカラオケをお楽しみいただけま

す。

下記の機器をご用意いただくことで、

より本格的にカラオケをお楽しみいただけま

す。

採点機能をご利用の場合 採点機能をご利用の場合 Wii Uマイク Wii Uマイク 下記の機器をご用意いただくことで、

より本格的にカラオケをお楽しみいただけま

す。

推奨動作環境

・iPhone/iPad/iPod touch向け

　OSバージョン： iOS 10以上

・Android端末向け

　OSバージョン：4.4以上

HDMIケーブル マイク マイク マイク USBマイク PS Vita TV マイク

マイクミキサー マイクミキサー モノラルヘッドセット TV マイクミキサー

スピーカー スピーカー ブロードキャスト機能ご利用の場合 コントローラ スピーカー

PlayStationRCemera USBマイク

PS Vita

イヤホン

特設ページ カラオケJOYSOUND for みるプラス JOYSOUND.TV カラオケJOYSOUND for アクトビラ JOYSOUND.TV Plus(PS4™版) JOYSOUND.TV Plus(PS3®版) JOYSOUND.TV Plus(PS®Vita TV/Vita版) カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch カラオケJOYSOUND for Wii U カラオケJOYSOUND ジョイサウンドカフェ カラオケJOYSOUND＋

テレビ ゲーム機

デバイス

※1 マイクミキサーをご用意頂くことで、機種によってはエコーやキー変更などができます。(対応機種　クラシックプロ KOK 500BK/UM-1000など。但し、ミニもりあげくん/NEW HYPERもりあげくんはキー変更には対応してません。)

※2 PS4™対応JOYSOUND.TV Plus ディスク版、PS4™対応JOYSOUND.TV Plusダウンロード版、PS3®対応JOYSOUND.TV ダウンロード版、PS Vita TV/PS Vita対応JOYSOUND.TV Plusでそれぞれチケットの共有はできません。
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2019年6月末 サービス終了

https://living.joysound.com/tv/milplus/
http://joysound.tv/
https://living.joysound.com/tv/actvila/
https://living.joysound.com/ps4/
https://living.joysound.com/ps3/
https://living.joysound.com/vita/
https://www.nintendo.co.jp/switch/baata/
http://www.nintendo.co.jp/wiiu/karaoke/
https://living.joysound.com/3ds/
https://living.joysound.com/pc/
https://www.joysound.com/web/s/mobile/karaplus

