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マウスコンピューター、ティーガイアと法人顧客向けWindows Phoneソリューションを発表！
～ MADOSMAをビジネスシーンで最大限活用するためのSIM、クラウドサービスをトータルサポート ～

2015.07.01

マウスコンピューターTOP > マウスコンピューター、ティーガイアと法人顧客…
Like 0 ツイート 0

株式会社マウスコンピューター（代表取締役社長：小松永門、本社：東京都、以下マウスコンピューター）は、株式会社ティーガイア(代表取締役社
長：澁谷 年史、本社：東京都、以下ティーガイア)が、当社Windows Phoneブランド「MADOSMA」を採用した、法人顧客向けパッケージングソリュ
ーション(SIM、クラウドサービス、端末管理等)での取り扱い開始を発表いたします。

2015年7月1日10時より、ティーガイア ソリューション事業本部で販売開始いたします。

ティーガイア 法人向けソリューションサービスご紹介ページ

製品仕様

ブランド名 MADOSMA

型番 Q501-BK

カラー ブラック＜法人専用＞

OS Windows Phone 8.1 Update

CPU（チップ名 / クロック） MSM8916（1.2GHz / クアッドコア）

ROM／RAM 8GB / 1GB

メモリスロット microSDメモリーカード（16GB同梱）

バッテリー容量 2,300mAh (取り外し可)

ディスプレイ

液晶 約 5 インチ

解像度 HD 1280×720 ドット

方式 IPS 方式 タッチパネル対応 (静電容量方式)

本体寸法 (高さ×幅×厚さ) 142.8×70.4×8.4mm

質量 125g

通信

3G/W-CDMA Band 1 (2100MHz) ・ Band 8 (900MHz) ・ Band 19 (800MHz、Band 6 を含む)

4G/LTE Band 1 (2100MHz) ・Band 3 (1800MHz) ・ Band 19 (800MHz)/CAT4

SIM スロット Micro SIM

無線 IEEE 802.11 b/g/n ・ Bluetooth® V4.0 ( EDR/A2DP 対応 )

カメラ(背面/正面) 800万 (オートフォーカス/LEDフラッシュ付き)/200万画素

GPS GPS／A-GPS

センサー 近接／光／加速度センサー／電子コンパス

付属品

液晶保護シート（本体貼付済み）、Micro SD カード（16GB）

micro USB ケーブル（データ/充電用）

クイックスタートガイド兼製品保証書

パッケージングソリューション概要

企業がワンストップでWindows Phoneを導入するために必要な、SIM(データ/音声付き)契約のほか、マイクロソフトのクラウドサービス(Office 365 や
Intune等)、導入時のキッティングサービスやアフターサポートサービスをティーガイアがワンストップで提供いたします。導入後のアフターサービス
も充実しておりますので、安心してWindows Phoneをご導入頂き、業務に有効活用頂けます。

料金体系一例

【通信料金】
①MVNO SIM通信プラン

NTTドコモのXi®のサービスエリアでは下り最大112.5Mbps、上り最大37.5Mbpsの超高速パケット通信が可能。

1)データ通信SIMプラン 

月額500円(税別)～

※初期費用が別途かかります。

2)音声対応SIMプラン 

月額1,600円(税別)～ （110MB/日）

※本プランはOCN モバイル ONEの場合になります。 
※初期費用、通信料が別途かかります。

②通信キャリア（NTTドコモ）SIMプラン＋通信料金一括請求代行プラン

カケホーダイプラン（2,700円/月）＋パケットパック2G（3,500円/月）

※初期費用が別途かかります。
※2年定期契約となります。※表記価格は全て税別です。

ティーガイアの法人顧客向け回線管理サービスmovino starを同時にお申し込み頂けますと、通信料金の一括請求代行や通信料金プランの最適化等の
コンサルティングサービスをご提供させて頂きます。

【マイクロソフト ソリューション】

① Intune

月額650円(税別)～

Microsoft Intune は、Windows Phone等のモバイル、PCの管理、マルウェア対策等をオールインワンで提供するクラウドサービスです。管理者は、
Webベースの管理コンソールを使用して、社内、社外のモバイルデバイスとPCを一元的に管理できます。

② Office365

月額900円(税別)～

エンドースメント

日本マイクロソフト株式会社は、株式会社ティーガイア様が株式会社マウスコンピューター様のWindows Phoneブランド「MADOSMA」を採用し
た、法人顧客向けパッケージソリューションの取り扱い開始を歓迎いたします。Office 365やIntuneなどのマイクロオフト クラウドサービスの導入時
のキッティングサービスやアフターサポートサービスも充実してますので、法人顧客に対してWindows Phoneを安心してご導入頂き、業務に有効活
用頂けるものと確信しております。弊社としても、今後より一層Windows Phoneデバイスの拡販のサポート、クラウド・モバイル時代の最適な管理
ソリューションを提供してまいります。

日本マイクロソフト株式会社
執行役 コンシューマー＆パートナーグループ OEM 統括本部長 

金古 毅

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。※
Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、vPro Inside、Celeron、Celeron Inside、
Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation
の商標です。

※

AMD、AMD Arrowロゴ、ATI、ATIロゴ、Radeon、AMD Athlon、およびそれらの組み合わせは、Advanced Micro Devices, Inc.の商標です。※
記載されている製品名等は各社の登録商標あるいは商標です。※
記載されている情報は発表時点のものです。予告なく仕様、価格を変更する場合や販売終了となることがあります。※
SIMカードは本体に同梱されません。LTE通信を利用するためには、通信キャリアとの通信契約が必要です。通信エリアについての情報は通信キャリアが提供する最新の
情報をご確認ください。通信キャリアから提供されているサービスエリア内でも、電波状況、メンテナンスなどにより、3Gでの通信になる、または通信できない場合が
あります。電波を使用しているため、屋内や周辺の障害物（建物・地形）などによりご使用になれない場合があります。また、高層ビル、マンションなどの高層階で見
晴らしの良い場所であっても、ご使用になれない場合があります。データ通信速度は、ご契約サービスの技術規格上の最高値を保証するものではありません。ご契約プ
ランのデータ量による制限やエリア、接続中の通信サービスや周波数、混雑状況に応じて速度の低下などが生じます。テザリング機能には対応しておりません。すべて
のmicroSIMカードの動作を保証するものではありません。当社ではIIJmio高速モバイル/Dサービス SIMカードにて動作を確認しております。microSIMカードは電源がオ
フの状態で抜き差しを行ってください。対応情報等最新情報は当社サポートページにてご確認ください。

※
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