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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　利用者ＩＤ取得手段と、アーティスト情報管理手段と、企画メニュー記録手段と、メニ
ュー表示注文手段と、これらを統括的に制御するための中央制御手段とを具備した、カラ
オケルームにて飲食物を注文するためのシステムであって、
（ア）利用者ＩＤ取得手段は、システムにログインした利用者ＩＤを特定し、
（イ）アーティスト情報管理手段は、前記特定された利用者が歌唱した楽曲に関連するア
ーティスト情報を、所定の利用者別アーティスト情報記録部に記録し、
（ウ）企画メニュー記録手段は、所定のアーティストに因んだ飲食物の企画メニューアイ
テムを所定の記録部に記録し、
（エ）メニュー表示注文手段は、所定の飲食物のメニューアイテムを表示させると共に、
当該表示されたメニューアイテムを注文可能とし、現にシステムにログインしている利用
者に対し、その利用者別アーティスト情報記録部に、予め設定された割合以上および／ま
たは頻度以上の歌唱に基づくアーティストが記録され、かつ、当該アーティストの企画メ
ニューアイテムがある場合、これを識別可能に優先的に表示させてなるカラオケルーム飲
食物注文システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、接客員を必要とせず、カラオケルームにて、利用者毎に好むアーティストの
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企画メニューの飲食物を効率良く紹介し注文できるシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、全国的に普及しているファミリーレストランなどでも、利用者が所望する飲食物
のメニューアイテムをシート状のメニュー表から選択し、直接、接客員に対して口頭にて
注文しているのが一般的である。ただし、接客員を必要とせず、効率良く紹介して注文が
できるシステムも、現在まで多々想到されている。例えば、特許文献１では、企画メニュ
ー端末装置上の表示画面に飲食物の種類と個数の指定を入力する注文入力手段を備えた注
文システムが開示されている。あるいは、特許文献２では、テーブル毎に設けられ、飲食
物の内容および単価を表示し、飲食物とその数量を入力可能な電子企画メニューを備えた
飲食物提供システムが開示されている。
【０００３】
　また、近年、多数のカラオケルームを設置した通称「カラオケボックス」と呼ばれる店
舗が多く見られるようになり、最近のカラオケルームでは、カラオケ演奏だけでなく飲食
物のルームサービスも行われている。従来では、このような飲食物のルームサービスに関
する技術も多々想到されており、例えば、特許文献３では、カラオケルームからの飲食物
のルームサービスの注文を確実に管理し、また、精算時の正確性が確保でき、さらに、時
刻や季節に応じて企画メニューの変更ができて、システム全体の拡張や変更を容易にする
技術が開示されている。あるいは、特許文献４では、カラオケ利用者がディスプレイに表
示される飲食物の画像を見ながら操作を行い、所望の飲食物を選択して発注し、その発注
された飲食物の注文データを印刷した注文券を発行する技術が開示されている。
【０００４】
【特許文献１】特開２００２－１３３５３２号公報
【特許文献２】特開２００２－３４２８４７号公報
【特許文献３】特開平１０－２９３７９５号公報
【特許文献４】特開平１１－６６１５５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、最近、カラオケルームのルームサービスにて、そのメニューアイテムの中で
も、所定のアーティストに因んだものを提供するサービスが企画されている。例えば、所
定のアーティストが好む食材やその故郷の名産から構成したり、所定のアーティストがア
レンジした弁当や定食、あるいは、アーティストの名前や代表作品名を冠した飲料などで
ある。しかしながら、このような企画メニューは、そのアーティストを好む利用者にとっ
ては価値のあるものであるが、そうでない利用者にとっては関心の薄いものとなってしま
う。特に、上記のように、システム化された飲食物の注文方式では、このような企画メニ
ューアイテムを全ての利用者に紹介する仕組みであると、これが利用者の好みに大きく左
右されるため、限られたディスプレイ上のメニューアイテムの表示スペースを鑑みると、
通常メニューとの兼ね合いから、注文の効率が悪くなる。
【０００６】
　そこで、本発明は、カラオケルームにて、現にシステムにログインしている利用者の好
むアーティストを判別し、そのアーティストの企画メニューアイテムがある場合、当該ア
イテム（飲食物）を効率良く紹介し注文できる飲食物注文システムの提供を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を鑑み、本発明者らは、利用者ＩＤ取得手段により利用者を特定し、利用者の
好むアーティストを、その歌唱履歴に基づく利用者別アーティスト情報記録部に記録され
た、予め設定された割合以上および／または頻度以上の歌唱に基づくアーティスト情報か
ら判別し、現にシステムにログインしている利用者に対し、その好みのアーティストの企
画メニューアイテムがある場合、これを識別可能に優先的に表示するシステムを提供する
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ことで、上記課題を解決できることを見出し、本発明のカラオケルーム飲食物注文システ
ムを想到した。
【０００８】
　すなわち、本発明のカラオケルーム飲食物注文システムは、利用者ＩＤ取得手段と、ア
ーティスト情報管理手段と、企画メニュー記録手段と、メニュー表示注文手段と、これら
を統括的に制御するための中央制御手段とを具備した、カラオケルームにて飲食物を注文
するためのシステムであって、
（ア）利用者ＩＤ取得手段は、システムにログインした利用者ＩＤを特定し、
（イ）アーティスト情報管理手段は、前記特定された利用者が歌唱した楽曲に関連するア
ーティスト情報を、所定の利用者別アーティスト情報記録部に記録し、
（ウ）企画メニュー記録手段は、所定のアーティストに因んだ飲食物の企画メニューアイ
テムを所定の記録部に記録し、
（エ）メニュー表示注文手段は、所定の飲食物のメニューアイテムを表示させると共に、
当該表示されたメニューアイテムを注文可能とし、現にシステムにログインしている利用
者に対し、その利用者別アーティスト情報記録部に、予め設定された割合以上および／ま
たは頻度以上の歌唱に基づくアーティストが記録され、かつ、当該アーティストの企画メ
ニューアイテムがある場合、これを識別可能に優先的に表示させてなることを特徴とする
。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明のカラオケルーム飲食物注文システムによれば、利用者別アーティスト情報記録
部に記録された、予め設定された割合以上および／または頻度以上の歌唱に基づくアーテ
ィスト情報から、現にシステムにログインしている利用者の好みのアーティストを自動判
別し、当該アーティストの企画メニューアイテムがある場合、これを識別可能に優先的に
表示させることにより、カラオケを楽しみながら利用者が好むアーティストの企画メニュ
ーの飲食物を素早く効率的に注文できるといった効果を奏する。特に、メニュー表示注文
手段を、カラオケ演奏装置が付帯するリモコン装置に組み込むことにより、利用者はカラ
オケ歌唱を阻害することなく、当該リモコン装置を手元に置いて、カラオケルームサービ
スに好適に対応できるといった効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１０】
　以下、本発明のカラオケルーム飲食物注文システムにつき、好適な実施例を挙げて説明
するが、先ず、図１に示す、本発明のカラオケルーム飲食物注文システムを具備したカラ
オケシステムの全体構成図と、図２に示す、カラオケ演奏装置のブロック構成図と、図３
に示す、カラオケホスト装置のブロック構成図に基づき詳述する。
【実施例１】
【００１１】
　図１に示すように、本実施例のカラオケシステム（１）は、主に、カラオケボックスの
店舗内に設置された複数のカラオケルーム（Ｋ，Ｋ…）のそれぞれに備えられたカラオケ
演奏装置（Ｐ，Ｐ…）と、これらと店舗内ＬＡＮ上のルータから、ＡＤＳＬやＩＳＤＮと
いった通信回線（Ｎ）を介してインターネット（Ｎｉ）におけるカラオケ事業者が管理す
るＶＰＮ（Virtual Private Network）にて接続された、通信カラオケシステム用のカラ
オケホスト装置（Ｈ）などからなる。各カラオケ演奏装置（Ｐ）はネットワークインタフ
ェイスを介して店舗ＬＡＮおよびＶＰＮに接続してカラオケホスト装置（Ｈ）と交信する
。例えば、当該ホスト装置（Ｈ）から送付されたカラオケデータを受け取ってカラオケデ
ータベースの内容を変更したり、カラオケ演奏装置（Ｐ）側にて収集される歌唱ログなど
の各種情報を当該ホスト装置（Ｈ）に送信したりする。一方、カラオケホスト装置（Ｈ）
は各カラオケ演奏装置（Ｐ）に向けて新譜楽曲についてのカラオケデータ、台本データ、
目次情報などを適時に配信したりする。
【００１２】
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　具体的には、本実施例では、店舗内に１００ＢＡＳＥ－Ｔ規格のEthernet（登録商標）
によるＬＡＮが敷設されており、このＬＡＮ上の各カラオケ演奏装置（Ｐ）はルータを介
してインターネット（Ｎｉ）上のＶＰＮからカラオケホスト装置（Ｈ）に接続している。
また、ＬＡＮ上のコンピュータ間の通信にもＴＣＰ／ＩＰが採用されており、ルータは、
その内蔵するＤＨＣＰ（Dynamic Host Configuration Protocol）サーバ機能によって、
ＬＡＮに接続されている各カラオケ演奏装置（Ｐ）にＩＰアドレスを割り当て、各演奏装
置（Ｐ）のＭＡＣ（Media Access Control）アドレスとＩＰアドレスとを対応付けしたテ
ーブルを作成して記憶している。
【００１３】
　各カラオケ演奏装置（Ｐ）には、楽曲検索機能を備えたカラオケリモコン装置（Ｒ）が
付帯されており、このリモコン装置（Ｒ）をもって、利用者は赤外線信号あるいは無線Ｌ
ＡＮによりカラオケ演奏装置（Ｐ）に所望の演奏予約コマンドを送信する。そして、この
リモコン装置（Ｒ）は、所定の利用者のシステムへのログインを特定するための利用者Ｉ
Ｄ取得手段を付帯している。本実施例の利用者ＩＤ取得手段は非接触のＩＣモジュールを
搭載したＩＤカードの読み取り／書き込み装置を主体とするものであり、カードＩＤに紐
付けされた利用者ＩＤを特定するものである。ただし、本発明はこれに限らず、例えば、
ＩＣモジュールを携帯電話に内蔵させたＩＣ機能付き携帯電話や、近距離無線通信手段で
あるブルートゥース（blue tooth）機構を有する携帯電話、あるいは、パスワードの入力
装置や指紋や声紋などの生体識別機能に依る機構の利用者ＩＤ取得手段を主体として利用
しても構わない。
【００１４】
　そして、本実施例のカラオケシステム（１）は、外部の管理装置にも接続されている。
具体的には、各カラオケルーム（Ｋ）のカラオケ演奏装置（Ｐ）は、ルームサービスの企
画メニューアイテムを受注するための、厨房に設置された厨房受注管理装置（２）にも店
舗内ＬＡＮを介して接続されていると共に、さらに、この厨房受注管理装置（２）は、利
用者によるメニューアイテム受注時の課金処理や支払い時の会計処理を行うためのＰＯＳ
管理装置（３）にも接続され、データの共有も行っている。
【００１５】
　次に、図２に基づき、本実施例におけるカラオケ演奏装置（Ｐ）について説明する。カ
ラオケ演奏装置（Ｐ）は、主に、本発明のカラオケルーム飲食物注文システムを含め、カ
ラオケシステム全体を統括的に制御する中央制御手段（１０）とこれに接続された各種機
器にて構成されている。すなわち、この中央制御手段（１０）は、カラオケホスト装置と
の通信を制御するための通信制御手段（２２）や、カラオケリモコン装置（Ｒ）の利用者
インタフェイスからの操作信号を制御するための操作制御手段（２３）、さらに、本発明
におけるアーティスト情報管理手段（２５）や企画メニュー記録手段（２６）などとも接
続し、これらを統括的に制御すると共に、ハードディスク（１１）、ＲＡＭ（１２）、音
源（１３）、ミキサ（１４）、サウンドシステム（１５）、ＰＣＭデコーダ（１７）、Ｍ
ＰＥＧデコーダ（１９）、合成回路（２０）などが接続されている。
【００１６】
　ここで、カラオケ演奏装置（Ｐ）の構成要素について少々詳述する。先ず、音源（１３
）は、中央制御手段（１０）が実行するシーケンサ（２４）における楽曲シーケンサの処
理によって入力された演奏データに応じて楽音信号を形成する。形成された楽音信号はミ
キサ（１４）に入力され、このミキサ（１４）は、音源（１３）が発生した複数の楽音信
号やカラオケマイク（１８）から入力された利用者の歌唱音声信号を適当なバランスでミ
キシングする。ミキシングされた音声信号はサウンドシステム（１６）に入力される。こ
のサウンドシステム（１６）はパワーアンプを備え、入力された音声信号を増幅し、スピ
ーカ（１６）から楽音と歌唱音声を放音する。
【００１７】
　ハードディスク（１１）に記録されている映像データ（２９）は、ＭＰＥＧ形式にエン
コードされており、中央制御手段（１０）が実行する背景映像再生手段（図示省略）によ
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り再生処理を行い、これを読み出してＭＰＥＧデコーダ（１９）に入力する。このＭＰＥ
Ｇデコーダ（１９）は入力されたＭＰＥＧデータをＮＴＳＣの映像信号に変換して合成回
路（２０）に入力し、この合成回路（２０）はこの背景映像の映像信号上に歌詞テロップ
や採点表示などのＯＳＤを合成し、合成された映像信号を表示手段（２１）に表示する。
【００１８】
　シーケンサ（２４）は楽曲コードで識別される演奏データをハードディスク（１１）に
記録されている楽曲コード（２７）に紐付けされた演奏データ（２８）を読み出す。この
シーケンサ（２４）は主に楽曲シーケンサおよび歌詞シーケンサからなっており、楽曲シ
ーケンサは演奏データ中の演奏データトラック、ガイドメロディトラックなどのトラック
データを読み出し、このデータで音源（１３）を制御することでカラオケ楽曲の演奏を行
い、一方、歌詞シーケンサは文字パターン作成手段を備えており、演奏データ中の歌詞ト
ラックのデータを読み出し、このデータに基づいて歌詞テロップの画像パターンを作成し
て、これを合成回路（２０）に出力する。
【００１９】
　カラオケ演奏装置が付帯するリモコン装置（Ｒ）も多機能化が進み、実質的に携帯可能
なハンドヘルド型あるいはパームトップ型のコンピュータと同等なハードウエアに、楽曲
検索機能やデジタルカメラ機能やインターネットを介してデータ通信する機能などを備え
た携帯型コンピュータに変貌し、ＬＡＮを通じて店舗内のコンピュータと通信したり、イ
ンターネットを介した通信を行ったりすることも使用形態の一部となっている。そして、
本実施例では、このリモコン装置（Ｒ）にメニュー表示注文手段（３０）が組み込まれ、
利用者インタフェイスにて操作できるように構成されていると共に、そのフラッシュメモ
リ（図示省略）の所定の記録部には、カテゴリ別に分類されたメニューアイテムデータ（
Ｍ）と、これに含まれ、所定のアーティストに因んだ飲食物の企画メニューアイテムデー
タ（Ｍａ）が記録されている。この企画メニューアイテムデータ（Ｍａ）は、通常メニュ
ーとは異なり、各企画メニューアイテムには、その対応するアーティストＩＤが紐付けさ
れて管理されている。そして、企画メニュー記録手段（２６）により、適宜、その内容の
削除・変更・追加などが行われている。
【００２０】
　このように、メニュー表示注文手段（３０）をリモコン装置（Ｒ）内に設置すれば、利
用者はカラオケ歌唱を阻害することなく、リモコン装置（Ｒ）を手元に置いて飲食物を素
早く効率的に注文できる。なお、本実施例ではメニューアイテムの記録部をリモコン装置
内に設けているが、本発明は、これに限定されず、これをカラオケ演奏装置のハードディ
スク（１１）内に設け、必要時にハードディスク（１１）からリモコン装置内のフラッシ
ュメモリ（図示省略）にダウンロードして表示させるように構成しても、あるいは、カラ
オケホスト装置のハードディスクから、同様にダウンロードするように構成しても構わな
い。
【００２１】
　以下、図５に示す、カラオケ演奏装置が付帯するリモコン装置の外観斜視図に基づき、
このリモコン装置（Ｒ）についてさらに詳述する。リモコン装置（Ｒ）の正面にはＬＣＤ
（Liquid Crystal Display）とタッチセンサとを積層して構成した利用者入力指示用のＧ
ＵＩ（Graphical User Interface）が具備され、利用者インタフェイス（Ｄ）を形成して
いる。利用者はこの利用者インタフェイス（Ｄ）により、楽曲検索や選曲したカラオケ楽
曲の予約登録に加え、ルームサービスの飲食物を注文することができる。そして、その内
蔵するフラッシュメモリ（図示省略）にはカラオケ演奏装置に蓄積されているものと同様
なカラオケ楽曲の目次情報の他、ルームサービスに対応したメニューアイテムについての
各種情報が蓄積されている。
【００２２】
　そして、その内蔵するリモコン制御部（図示省略）には、ＣＰＵやＲＡＭ、ＲＯＭ、ビ
デオＲＡＭなどが含まれ、メニュー表示注文手段は、そのＣＰＵによって制御され、所定
の飲食物の企画メニューアイテムに関する画像情報や文字情報をビデオＲＡＭにビットマ
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ップ展開し、そのビットマップデータに基づき、ＬＣＤドライバを駆動してタッチパネル
に一般的なメニューアイテムの他、各種の企画メニューアイテムを表示させる。利用者が
所望するメニューアイテムは、この利用者インタフェイス（Ｄ）への入力によって注文さ
れるが、この注文信号は、所定のＬＡＮケーブルを介して、前述した厨房受注管理装置や
ＰＯＳ管理装置に送信される。
【００２３】
　ここで、利用者が所望する楽曲の演奏予約やメニューアイテムを注文する場合の操作に
ついて説明する。図６は、利用者別ログイン・ログアウト指示のインタフェイス表示画面
であり、具体的には、液晶ディスプレイとタッチセンサとを積層したタッチパネルの表示
画面を示している。このタッチパネルが利用者別にログインとログアウトを指示するため
のインタフェイスとなっており、利用者別顔写真付きボタン列（５０）や当該カラオケシ
ステムへのログインをするための「ログイン」ボタン（５１）やログアウトをするための
「ログアウト」ボタン（５２）などが表示される。
【００２４】
　利用者は、先ず、「ログイン」ボタン（５１）を選択した後、ＩＤカードの読み取り／
書き込み装置（利用者ＩＤ取得手段）に自らのＩＤカードを装填することにより、これに
紐付けされた利用者ＩＤが取得されると、同時にシステムへのログインが特定される。ロ
グインが特定されると、カラオケホスト装置に予め登録された利用者の顔写真、あるいは
予め登録されていない場合、デジタルカメラ機能を使って撮影した利用者の顔写真を新た
に登録して、順次、所定の利用者別顔写真付きボタン（５０ａ）を利用者毎に掲載された
利用者インタフェイスが作成される。
【００２５】
　この利用者インタフェイスは、現在では楽曲の演奏予約を誰が行ったかを判断するため
に利用され、本発明においても、特定された利用者が歌唱した楽曲に関連するアーティス
ト情報を、利用者ＩＤを紐付けして、所定の利用者別アーティスト情報記録部に記録する
際に利用される。さらに、このインタフェイスを利用すれば、例えば、ルームサービスの
メニューアイテムの注文アプリケーションにアクセスする際、アクセスの直前ないし直後
において、利用者が自らの顔写真付きボタン（５０ａ）を選択すれば、そのアクセスが当
該利用者によるものであると判断することができる。
【００２６】
　ここで、図２に戻り、本発明における利用者別アーティスト情報記録部について説明す
る。本実施例の利用者別アーティスト情報記録部（Ｆ１）は、主に、各利用者ＩＤに紐付
けされたアーティスト情報管理テーブル（Ｔ１）から構成され、ハードディスク（１１）
内に設けられている。そして、このテーブル（Ｔ１）には、上記演奏予約手順に従い、利
用者ＩＤが特定された利用者が演奏予約した楽曲が演奏される度、その楽曲に関連するア
ーティスト情報がその予約した利用者毎、そのアーティスト情報記録部に記録される。
【００２７】
　なお、本実施例では、この利用者別アーティスト情報記録部（Ｆ１）を各カラオケ演奏
装置（Ｐ）内に備えるだけで、各カラオケ演奏装置のみがアーティスト情報を管理するよ
うなカラオケシステムを構成しているが、本発明では、カラオケホスト装置にてアーティ
スト情報を集中管理し、このカラオケホスト装置に接続された如何なるカラオケ演奏装置
からもアーティスト情報を収集すると同時に、このアーティスト情報に基づき、接続され
た如何なるカラオケ演奏装置にても同様なサービスを利用者が受けられるように構成して
もよい。
【実施例２】
【００２８】
　すなわち、図３に示すように、本実施例におけるカラオケホスト装置（Ｈ）は、カラオ
ケ演奏装置と同様に、装置全体を統括的に制御する中央制御手段（４１）や、各種情報を
記録するためのハードディスク（４２）などを具備し、各カラオケ演奏装置（Ｐ）から、
適宜のタイミングにて、そのカラオケ演奏装置（Ｐ）の利用者別アーティスト情報記録部
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（Ｆ１）と同様の利用者ＩＤが付帯されたアーティスト情報が転送され、通信制御インタ
フェイス（４０）を介して、ハードディスク（４２）に設けられた利用者別アーティスト
情報記憶部（Ｆ２）に利用者毎のアーティスト情報が管理される。そして、この利用者別
アーティスト情報記憶部（Ｆ２）にも、カラオケ演奏装置（Ｐ）におけるのと同様に、ア
ーティスト情報管理テーブル（Ｔ２）が形成され、この管理テーブル（Ｔ２）は、このホ
スト装置に接続された如何なるカラオケ演奏装置からもアーティスト情報を収集できるよ
うに構成されている。
【００２９】
　以下、図４に示す、アーティスト情報管理テーブルの概念的構成図と、図７に示す、企
画メニューアイテム表示画面例図に基づき、本発明についてさらに詳述する。
【００３０】
　先ず、図４に示す、アーティスト情報管理テーブル（Ｔ）は、カラオケ演奏装置内に設
けられた利用者別アーティスト情報管理テーブル（Ｔ１）、あるいは、カラオケホスト装
置内に設けられた利用者別アーティスト情報管理テーブル（Ｔ２）の概念的な構成を表す
ものである。このテーブル（Ｔ）の概略的な構成は、利用者を特定するための「利用者Ｉ
Ｄ」フィールド（ｆ１）や所定の楽曲を歌唱した日時を示す「歌唱日時」フィールド（ｆ
２）、歌唱した楽曲を特定するための「楽曲ＩＤ」フィールド（ｆ３）や、その関連する
アーティストを特定するための「アーティストＩＤ」フィールド（Ｆ４）に加え、所定の
日時を起点とする現歌唱時までの所定期間において、当該歌唱された楽曲に関連するアー
ティストに対応した楽曲の歌唱回数を基準とした頻度（例えば、過去６ヶ月の歌唱回数）
を示す「歌唱時頻度」フィールド（ｆ５）や、同様に、当該歌唱された楽曲に関連するア
ーティストに対応した楽曲の「歌唱のべ数」の、全楽曲の「歌唱のべ数」中での割合を示
す「歌唱時割合」フィールド（ｆ６）などから主に構成されている。そして、利用者ＩＤ
が特定された楽曲が演奏される毎、各フィールドレコードの追加・更新が行われる。
【００３１】
　次に、利用者ＩＤが特定された利用者が、所定の手順により、ルームサービスのメニュ
ーアイテムの注文アプリケーションにアクセスした場合、先ず、その利用者が好むアーテ
ィストが判別される。その判別基準として、例えば、「頻度１０回／月以上、かつ、頻度
７０％以上のアーティスト」といった予めの設定条件を設け、これに基づくように構成さ
れている。この条件に該当するアーティストが抽出されると、例えば、割合の高い順に順
位を決めた「順位」フィールド（ｆ７）や、そのアーティストを特定するための「アーテ
ィストＩＤ」フィールド（ｆ８）からなるアーティスト抽出テーブル（ｔ）が擬製的に作
成される。そして、中央制御手段は、この抽出テーブル（ｔ）に基づき、そのアーティス
トＩＤに対応する企画メニューアイテムがあるいか否かを判断し、ない場合には、メニュ
ー表示注文手段に対し、通常メニューを表示させ、ある場合には、その企画メニューアイ
テムを識別可能に優先的に表示させる。なお、本実施例では、所定値以上の頻度「および
」割合を条件としたが、本発明はこれに限定されず、例えば、所定値以上の頻度「または
」割合を条件とさせ、何れかの条件を満たした場合に該当の企画メニューアイテムを識別
可能に優先的に表示させるように構成しても構わない。
【００３２】
　図７は、条件を満たした企画メニューアイテムが識別可能に優先的に表示可能されたリ
モコン装置のＬＣＤ表示画面で、全体のメニュー画面（次頁以降は図示省略）に先立って
所定の企画メニューアイテムを先頭から優先的に表示させると共に、そのアーティスト表
記（６１）を付した「○○○○おすすめ企画メニュー」という表題を設け、通常メニュー
とは識別可能に構成している。なお、この表示画面では、各企画メニューアイテムについ
て、その名称（６２，６２…）や、その注文有無の選択ボタン（６３，６３…）などが設
けられ、選択後に利用者が「注文」ボタン（６４）にて入力することで、所望する企画メ
ニューアイテムを素早く効率的に注文できる。
【００３３】
　なお、上記実施例では、メニュー表示注文手段を、カラオケ演奏装置が付帯するリモコ
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を、カラオケ演奏装置本体に組み込み、その付帯する表示装置をもってメニューアイテム
を表示させ、注文可能に構成しても構わない。
【００３４】
　以上、詳述したように、本発明のカラオケルーム飲食物注文システムによれば、利用者
別アーティスト情報記録部に記録された、予め設定された割合以上および／または頻度以
上の歌唱に基づくアーティスト情報から、現にシステムにログインしている利用者の好み
のアーティストを自動判別し、当該アーティストの企画メニューアイテムがある場合、こ
れを識別可能に優先的に表示させることにより、カラオケを楽しみながら利用者が好むア
ーティストの企画メニューの飲食物を素早く効率的に注文できる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】本発明のカラオケルーム飲食物注文システムを具備したカラオケシステムの全体
構成図。
【図２】カラオケ演奏装置のブロック構成図。
【図３】カラオケホスト装置のブロック構成図。
【図４】アーティスト情報管理テーブルの概念的構成図。
【図５】カラオケ演奏装置が付帯するリモコン装置の外観斜視図。
【図６】利用者別ログイン・ログアウト指示のインタフェイス表示画面。
【図７】企画メニューアイテム表示画面例図。
【符号の説明】
【００３６】
　　　１　カラオケルーム飲食物注文システムを具備したカラオケシステム
　　１０，４１　中央制御手段
　　１１，４２　ハードディスク
　　２５　アーティスト情報管理手段
　　２６　企画メニュー記録手段
　　３０　メニュー表示注文手段
　　Ｆ１，Ｆ２　利用者別アーティスト情報記録部
　　Ｔ，Ｔ１，Ｔ２　アーティスト情報管理テーブル
　　　Ｍ　メニューアイテムデータ
　　　Ｍａ　企画メニューアイテムデータ
　　　Ｒ　カラオケリモコン装置
　　　Ｐ　カラオケ演奏装置
　　　Ｈ　カラオケホスト装置
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