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マウスコンピューター、Windows 10 Mobile対応スマートフォン 
「MADOSMA Q501A」を予約販売開始

～ Office 365サービス 1年ライセンスの有無による2製品展開 ～

2015.11.27

マウスコンピューターTOP > Windows 10 Mobile対応スマートフォン 「MADO…
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※画面はイメージです。

株式会社マウスコンピューター（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：小松永門、以下マウスコンピューター）は、Windows 10 Mobile対応スマ
ートフォン「MADOSMA Q501A」の予約販売を開始いたします。

2015年11月27日より各量販店、マウスコンピューターの楽天市場店、電話通販、マウスコンピューターダイレクトショップにて予約販売を開始し、
12月4日までに順次出荷を開始いたします。価格はオープン価格※となります。

※ 標準価格を定めておりません。

本製品は、Office 365サービス 1年ライセンスの有無により2種類の製品が用意され、参考直販価格はそれぞれ、 

「MADOSMA Q501A」  Office 365サービス 1年ライセンス無し ： 26,800円（送料/税込） 

「MADOSMA Q501AO」 Office 365サービス 1年ライセンス有り ： 29,800円（送料/税込） 

となります。Office 365サービスの有無のみの違いとなり、どちらの製品もOffice Mobileを搭載。ハードウェア仕様に違いはありません。

また、同日（11月27日）、現行のWindows Phone 8.1 Updateを搭載した機種「MADOSMA Q501」の当社サービスセンターおよびマウスコンピュー
ターダイレクトショップにおける独自のOSアップグレードサービスも開始します。サービスは有償となり、サービスセンターによる受付の場合は
3,000円（税別）＋送料（センドバック：片道送料お客様ご負担、着払い不可）となります。アップグレードの適用完了後順次返却いたします。本サ
ービスのお申し込みは、マウスコンピューターコールセンターまでお問い合わせください。

また、マウスコンピューターダイレクトショップでの受付は店頭お持込のみの対応となり、3,000円（税別）での受付を行い、アップグレード完了
後、その場でご返却いたします。送料は発生いたしません。

MADOSMA 製品ページ

CPU

1.2GHz駆動の64bitクアッドコアCPUを採用。利用するアプリや機能に応じて最適な組み合わせで
動作。消費電力を抑えつつも、サクサクと快適な操作を実現します。

ディスプレイ

約 5.0 インチHD IPS 方式液晶（1280×720）を採用。大画面で、美しい映像描写を実現します。

4G LTEネットワーク

Band 1（2100MHz）/ Band 3 （1800MHz）/ Band 19 （800MHz）の3バンドによる高速通信LTE

ネットワークに対応しています。

重量

5インチの大画面液晶を採用しつつも、わずか125ｇの軽量さ。手首に負担をかけないストレスフリ
ーな使い心地を実現します。

Windows 10 Mobile 搭載MADOSMA Q501A概要

現行機であるWindows Phone 8.1 Updateを搭載したスマートフォン「MADOSMA Q501」のハードウェア仕様はそのままに、搭載するOSをWindows

10 Mobileとした製品となります。更なる高速化を実現した新世代ブラウザー「Microsoft Edge」や、単純な音声認識、検索にとどまらない
「Cortana」の搭載などとともに、"ユニバーサル Windows プラットフォーム"に対応し、PCはもちろん、タブレットやゲーム機などと従来OSとはレ
ベルの異なるシームレスな連携を実現するWindows 10 Mobile は、MADOSMAの利便性を飛躍的に向上させます

製品特徴

延長保証サービス「安心パック」の同時申し込みが可能

通常のメーカー無償保証（1年）をさらに1年延長し、「2年間保証」とする延長保証サービス「安心パック」のお申し込みを、製品購入時に申し込み
可能です。安心パックをお申込み頂いたお客様へは、安心パックサービス専用ダイヤルが記載された保証書を添付の上、MADOSMA端末とセットで
お手元へお届けさせて頂きます。

MADOSMA 安心パック（延長保証サービス）：9,800円（税別）

無償保証期間の1年間延長、水没や落下等の自損による故障の際の製品交換（1回）、及び無償修理中の代替機お貸し出しがセットになったプランで
す。  

※同時申込みをされなかった場合、製品購入日より2週間以内に受付を行っております。

MADOSMA安心パックに未加入の際には、下記プランに準拠したサポートサービス費用が発生する可能性がある為、安心パックは非常にお得な延長
保証サービスのセットプランとなっております。MADOSMA端末をお買い求めの際は、あわせて安心パックへの加入をご検討下さい。

MADOSMA安心パック未加入時のサポートプランについては下記の通りとなります。

MADOSMA 製品交換サービス：19,800円（税別）

安心パック未加入の場合にも、水没や落下等の自損による故障の際、新品を再度ご購入いただくより安価に、製品交換いただけるプランです。なお、
安心パックご加入後の2回目の交換用としてもご利用いただけます。

MADOSMA 代替機サービス：1,980円（税別）

安心パック未加入の場合にも、無償修理期間中に代替機をお使いいただけるプランです。なお、ご返送時の送料についてはお客様ご負担となります。
（発送時は離島など遠隔地を除き、弊社負担いたします）

各種サポートサービスの申し込み方法
・マウスコンピューターホームページ内 MADOSMA専用サポートページ

＜バッテリー単体販売実施＞

MADOSMA バッテリー単体販売：2,980円（税別）

従来製品において多くのリクエストを頂いた、バッテリーパックの単体販売も実施。
ご購入受付は、マウスコンピューターサポートセンターにて承ります。
※充電の際は本体に取り付けて行う必要があります。
マウスコンピューターサポートセンター
TEL：0570-783-794 （24時間365日受付）

＜「MADOSMA Q501AO」にはOffice 365サービスが付属＞

本サービスを付属することで、MADOSMAの可能性を更に広げ、より利便性に優れた活用が可能になります。

1TBのオンラインストレージサービス（OneDrive）

1TBのオンラインストレージサービス（OneDrive）が利用できるので、作成したドキュメントをローカルマシンと変わらない感覚でスムーズにクラウ
ドに保存。どこからでもアクセスできます。

毎月60分間のSkype通話が可能

毎月60分間のSkype 通話プランで、9か国の携帯電話と60か国以上の固定電話に電話を掛けることができます。

＜OTAアップグレードに関して＞

お客様ご自身で実施して頂く、OTA（無線通信）によるOSのアップグレードは、現在12月中の実施に向け最終調整を行っております。準備が出来次
第、当社サポートページにて告知予定です。OTAによるアップグレードの費用は発生いたしません。

※OTAによるWindows 10 Mobileへのアップグレードを行う際は、大容量のデータ通信を行う為、Wi-Fi環境が必須となり、アップグレード作業に約1

時間の時間を要します。

製品仕様

型番 MADOSMA Q501A MADOSMA Q501AO

Office Mobile あり

Office 365 サービス なし 有り（1年間）

カラー ※1 パールホワイト / ブラック※1

OS Windows 10 Mobile

プロセッサー MSM8916（クアッドコア / 1.2GHz）

メインメモリ 容量 1GB

記憶装置

フラッシュメモリ容量 8GB

カードスロット
micro SD メモリーカード (16GB 同梱)

(最大 64GB 対応 / Micro SD / Micro SDHC / Micro SDXC 対応)

バッテリー容量 2,300mAh

連続待受け時間 ※2 460 時間

連続通話時間 ※2 9 時間

充電時間 3 時間

ディスプレイ

液晶 約 5.0 インチ

解像度 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

本体重量 (付属品を含まず) 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

Bluetooth Bluetooth® V4.0 (EDR / A2DP 対応)

無線 LAN IEEE 802.11 b/g/n 対応

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

前面 200万画素

GPS GPS / A-GPS

センサー 近接 / 光 / 加速度 / 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)、電池パック、micro USB ケーブル（データ転送/充電用）、

クイックスタートガイド兼製品保証書

参考直販価格 26,800円（送料税込） 29,800円（送料税込）

JANコード 4527046714495 4527046714518

※1ブラックカラーは、法人専用モデルとなります。インターネット通販、各店舗のご購入は承っておりません。
※2 連続通話時間および連続待受時間は、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用可能時間です。実際の使用できる時間は、お客様の使用環境、電波状況により大
きく変動します。

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 Core、Core Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation 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。※
画像はイメージです。※
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