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株式会社バンダイ（代表取締役社長：川口勝、本社：東京都台東区）は、おうちでカラオケが楽しめるマイク

『カラオケランキンパーティ』（8,424 円・税 8%込／7,800 円・税抜）を 2015 年 10 月 10 日(土)に発売します。

主なターゲットは小学生女子で、全国の玩具店、百貨店・家電店・量販店の玩具売場、雑貨店、インターネット

通販などで販売します。 
 

『カラオケランキンパーティ』は、マイクにケーブルを差し、ご自宅のテレビにつなぐだけで簡単にカラオケを楽

しめる商品です。マイクに、本商品専用の「ミュージックメモリ」（別売、各 2,484円・税 8%込／各 15曲収録、全 5

種）を挿入し、選曲した歌を歌うことができます。マイクには、音量や音程、エコーやボイスエフェクトなどの調整

機能ボタンが付いており、簡単に操作をすることが可能です。ケーブルをつないだテレビ画面には、曲に合わ

せて歌詞が表示されるのに加え、歌声をリアルタイムに波形表示し、曲の終わりに点数で採点結果を発表しま

す。さらに、歌声を分析してタイミングや音程、ビブラートなどをチャートで表示します。また、友達や家族などの

ユーザーを登録し、それぞれの得点をランキング化して順位を競うこともできます。その他、楽しみながら歌を

練習できる採点基準とリンクしたミニゲームなどがあります。別売りの「ミュージックメモリ」は、今後もバラエティ

豊かな人気の曲を収録し続々発売する予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テレビにつなぐだけで簡単にカラオケ！波形表示でリアルタイム採点！ 

『カラオケランキンパーティ』 
2015年 10月 10日（土）発売 

～みんなで歌ってカラオケでパーティーをしよう～ 

『カラオケランキンパーティ』（8,424円・税 8%込／7,800円・税抜） 

画像：マイク本体、ミュージックメモリ（別売）、テレビ画面イメージ（波形表示） 

【商品使用イメージ】 
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【『カラオケランキンパーティ』商品特徴】 
 

①マイクに調整機能満載！ 

マイクのボタン操作で、音量や音程、エコーやボイスエフェクト

などの調整に加え、曲の選択ができ、マイク 1 本で簡単に操

作をすることができます。さらに、早送りや演奏中断などの操

作もできます。 

 

 

②リアルタイム採点！ 

歌声の波形や発声、音程、ビブラートなどをリアルタイムに表

示し、曲の終わりに点数で採点結果を発表します。さらに、タ

イミングや音程、ビブラートなどをチャートで表示します。また、

ユーザーを 10人まで登録することが可能で、友達や家族など

と得点の順位を競い合って楽しむことができます。 

 

 

 

③歌えば歌うほどファン数向上！ 

歌うたびに本商品上での架空のファンを獲得することができ、

友達や家族などと競い合うことができます。得点に応じてファ

ン数を日本地図上に表示し、ファン数に応じてインディーズシ

ンガーやメジャーシンガーなどシンガーとしての本商品独自

の称号やトロフィーを獲得できます。歌えば歌うほどファンを

獲得し、エリアを拡大して全国制覇のシンガーを目指すことが

できます。 

 

 

④レッスンゲーム機能付き！ 

ゲーム感覚で楽しみながら歌を練習できるボイトレゲームは、

本商品の採点基準とリンクしており、練習することで採点の向

上を促します。ゲームのレベルには「やさしい」、「ふつう」、

「むずかしい」の 3 段階があり、タイミングや音程、発声など全

5種類のゲームで歌の練習をすることができます。 
 
 
 
 
【『カラオケランキンパーティ』 商品概要】 
 
商品名 カラオケランキンパーティ 

メーカー希望小売価格 8,424 円・税 8%込／7,800 円・税抜 発売日 2015 年 10月 10日（土） 

対象年齢 6歳以上 主な素材 ABS・合成ゴム・PBT・PAなど 

主なセット内容 マイク1本、TV接続用AVケーブル1本（約3m） 電池 単 4乾電池×4個（別売） 

マイクサイズ H約 220mm×W約 60mm×D約 54mm  重量 約 130g 

販売ルート 全国の玩具店、百貨店・家電店・量販店の玩具売場、雑貨店、インターネット通販など 

▲ファン数マップ 

▲タイミングレッスンゲーム 

▲得点ランキング 

▲ファン数ランキング 

▲音程レッスンゲーム 

▲結果発表 

▼波形表示 

音程設定 音量設定 

エコー調整 
ボイス 

エフェクト 

【マイクの主な機能】 

決定 戻る 
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【『カラオケランキンパーティ』関連商品情報】 

■「ミュージックメモリ」各種 

10月 10日（土）発売、各 2,484円・税 8%込／各 2,300円・税抜、全 5種 

「ミュージックメモリ」は、それぞれ全 15曲収録し、マイクに挿入するだけで、簡単に収

録曲を楽しめます。「ミュージックメモリ」は、最近のヒット曲や子どもも大人も知ってい

る教科書に掲載されている曲などを収録した「J-POP集」（全3種）、アニメの歌を収録

した「キッズ POP 集」（全 1 種）、アニメ「アイカツ！」の歴代のオープニング、エンディ

ング曲などを収録した「アイカツ！集」（全1種）など、全5種をラインアップしています。 
 
 
【「ミュージックメモリ」収録曲（例）】 

商品名 ミュージックメモリ J-POP BLUE ミュージックメモリ J-POP GREEN ミュージックメモリ キッズ POP LEMON YELLOW 

 

 

 

 

 

 

収 

録 

曲 

 

ごめんなさいのKissing You （E-girls） Follow Me （E-girls） ようかい体操第一 （Dream5） 

RPG （SEKAI NO OWARI） スターライトパレード （SEKAI NO OWARI） ゲラゲラポーのうた （キング・クリームソーダ） 

Darling （西野カナ） 千本桜 （黒うさ P） ダン・ダン ドゥビ・ズバー！ （Dream5＋ブリー隊長） 

360°（miwa） 恋するフォーチュンクッキー （AKB48） レット・イット・ゴー～ありのままで～ （松たか子） 

ヘビーローテーション （AKB48） 会いたくて 会いたくて （西野カナ） 生まれてはじめて （神田沙也加、松たか子） 

もんだいガール (きゃりーぱみゅぱみゅ) OLA!!（ゆず） とびら開けて （神田沙也加、津田英佑） 

ズッコケ男道 （関ジャニ∞） 女々しくて （ゴールデンボンバー） 雪だるまつくろう （神田沙也加、稲葉菜月、諸星すみれ） 

Love so sweet （嵐） ミラクル （miwa） 夢をかなえてドラえもん （mao） 

世界に一つだけの花 （SMAP） にんじゃりばんばん (きゃりーぱみゅぱみゅ) Miracle Go!プリンセスプリキュア （礒部花凛） 

ポリリズム （Perfume） One Love （嵐） さぁ行け！ニンニンジャー！ （大西洋平） 

YELL （いきものがかり） Choo Choo TRAIN （EXILE） SURPRISE-DRIVE （Mitsuru Matsuoka EARNEST DRIVE） 

手紙～拝啓 十五の君へ～（アンジェラ・アキ） じょいふる （いきものがかり） おどるポンポコリン （B.B.クィーンズ） 

残酷な天使のテーゼ （高橋洋子） ありがとう （いきものがかり） はじめてのチュウ（2006ver.） （あんしんパパ） 

負けないで （ZARD） 糸 （中島みゆき） さんぽ （久石譲） 

栄光の架橋 （ゆず） ハナミズキ （一青窈） アンパンマンのマーチ （ドリーミング） 

 

■「カラオケランキンパーティ アイカツ！ベスト」 

10月 10日（土）発売  10,908円・税 8%込／10,100円・税抜 

アニメ「アイカツ！」に登場するオリジナルデザインのマイクと「ミュージックメ

モリ アイカツ！」、データカードダス アイカツ！で使用できる「アイカツ！カ

ード」1枚がセットになった商品です。「ミュージックメモリ アイカツ！」は、アイ

カツ！専用のテレビ画面になっており、アイカツ！の世界観でカラオケを楽し

むことができます。 
※収録曲は、単品の「ミュージックメモリ アイカツ！」と同じです。 

 

 

 

 
 
 

バンダイ カラオケランキンパーティ ホームページ：http://girls.channel.or.jp/karaoke/  

 

 

バンダイ ホームページ：http://www.bandai.co.jp/ 

 

 

※本プレスリリースに記載の内容は 2015年 9月 3 日時点のものであり、予告なく変更する場合がございます。 
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【キッズPOP 

LEMON YELLOW】 
【アイカツ！】 

【J-POP PINK】 

【J-POP GREEN】 【J-POP BLUE】 

【ミュージックメモリ アイカツ！】 

【アイカツ！カード】 

【テレビ画面イメージ】 
【マイク】 

http://girls.channel.or.jp/karaoke/
http://www.bandai.co.jp/

