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株式会社マウスコンピューター MADOSMA 新モデルに関してのお知らせ
～ 上位モデルの展開により、Windows 10 Mobile の更なる可能性を追求します ～
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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）は、スマートフォン製品「MADOSMA」（マドスマ）、第二弾の製品
に関して、概要をお知らせいたします。

今回の新製品は、ご好評いただいている現行機種の上位モデルとして開発を進めております。
販売価格、販売時期、販売チャネル等につきましては、後日改めて発表させていただきます。

なお、2016 年 2月 22 日 ～ 25 日にてスペイン、バルセロナで開催される世界最大級のモバイル関連展示会「Mobile World Congress (MWC) 2016」
の Microsoft 様ブース（Hall 3 Stand 3M30）において、23日より開発中の端末が展示される予定です。

新端末イメージ

新端末の主な仕様

型番 MADOSMA Q601

OS Windows 10 Mobile

Office ソフト Office Mobile

プロセッサー Snapdragon 617 (MSM8952)

メインメモリ 容量 3GB

記憶装置
フラッシュメモリ 32GB

カードスロット Micro SD メモリーカード (最大 128GB) ※1

バッテリー容量 3900mAh

連続待ち受け時間 (計測中)

連続通話時間 (計測中)

充電時間 (計測中) ※2

ディスプレイ

液晶 約 6 型 (JDI 製)

解像度 1,080×1,920 (フルHD)

方式 LTPS 方式 5 点タッチパネル対応 (静電容量)

ガラス 2.5D ガラス

本体寸法（高さ×幅×厚さ） 160 × 82.3 × 7.9 mm (計測中)

本体重量（付属品を含まず） 176g (計測中)

通信

日本国内
3G WCDMA : BAND 1/6/8/19

4G/LTE FDD-LTE : 1/3/8/19/28(B) TDD-LTE : 41

海外
2G Quad Band

4G/LTE FDD-LTE : 1/2/3/4/7/8/28(B) TDD-LTE : 38/40/41

SIM スロット
Micro SIM×1 (Nano SIM アダプター付属)

Nano SIM×1 ※3

Bluetooth Bluetooth® V4.0

無線 LAN IEEE 802.11 ac/a/b/g/n (5/2.4GHz)

カメラ
背面 1300 万画素 ( F2.0 / オートフォーカス )

前面 500 万画素 ( F2.4 / オートフォーカス )

GPS 対応 ( GPS / A-GPS / Glonass )

NFC 対応

センサー 加速度センサー / 近接センサー / 光センサー / 電子コンパス

ポート USB 2.0 Type-C×1 / マイク・ヘッドフォン端子 (CTIA 互換)

※1 SIM2 スロットと排他
※2 Quick Charge 2.0 対応
※3 Micro SD カードスロットと排他
※4 開発中の製品のため、仕様が変更される場合があります

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。※
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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