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MADOSMA、6型 Continuum 対応の Windows 10 Mobile 搭載 スマートフォン 
「MADOSMA Q601」7/28（木）販売開始

2016.07.21

マウスコンピューターTOP > MADOSMA 新モデルに関してのお知らせ
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MADOSMA Q601

※ 画像はイメージです。

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 Windows 10 Mobile を搭載した 6型スマートフォン「MADOSMA

Q601」を 2016年 7月 28日に発売いたします。

「MADOSMA Q601」は、丸みを帯びたサイドフレームにアルミを使用したスタイリッシュなデザインで、薄さ 7.9mm という薄型でありながらハイ
スペック構成のスマートフォンです。OS に Windows 10 Mobile、Snapdragon 617 (MSM8952)、3GB メモリ、32GB ストレージを搭載しており、ス
マートフォンでありながら、外部モニタと接続してパソコンのように使う事が出来る新機能 Continuum にも対応。バッテリー容量は大容量の
3,900mAh というのも特長の1つです。

2016年 7月 28日、各量販店及び、マウスコンピューターダイレクトショップは店舗開店時より、マウスコンピューターウェブサイト、マウスコンピ
ューターの楽天市場店、マウスコンピューター電話通販窓口は 11時より発売を開始いたします。価格は 49,800円（税込・送料込）となります。

MADOSMA Q601 製品紹介ページ

クールでワイドな 6 型 新登場！ 

スマートフォン単体としての視認性と携帯性の両立を実現するため、ジャ
パンディスプレイ製の大画面 6 型フル HD ディスプレイを搭載。まるでタ
ブレットで見ているかのような視認性を体感することができます。

傷や衝撃に強い、Gorilla® Glass 3 

MADOSMA Q601 には高い透明度と強度を誇るコーニング社製の Gorilla®

Glass 3 が採用されています。一般的な強化ガラスと比較して、傷や衝
撃、ひび割れに強いことが特長です。

狭額縁デザインとアルミフレーム
大画面ディスプレイだからこそ、グリップ感も重要だと考えました。狭額
縁デザインで出来る限り幅を抑えつつ、CNC 加工のアルミフレームやラウ
ンドカットされたガラスにより、高級感、グリップ感の向上を実現してい
ます。

Continuum 対応 

「Windows 10 Mobile」の最大の特長の1つである「Continuum」、アダプ
ター（別売）を接続したテレビ等と無線接続すると、見慣れた「Windows

10」のようなデスクトップ画面が表示され、ウェブ、メール等の閲覧はも
ちろん、Office アプリの操作等、まさにパソコンのような操作性を実現し
ます。
※ アダプターは、別途ご用意いただく必要があります。

USB Type-C (2.0) コネクタに上下左右対称なデザインを採用 

USB Type-C コネクタに上下左右対称なデザインを採用することで、従来
発生していた「コネクタ向きの違い」による接続ミスや破損からコネクタ
を守ります。また、USB ホスト機能にも対応し、USB ハブを経由してキ
ーボード、マウス等を接続することも可能です。
※ 対応デバイスには制限があります。

デュアル SIM (micro / nano) 対応 

排他ながら、いずれも LTE に対応した SIM スロットを 2 つ搭載。国内
用、海外用を取り付けたままでの運用や、契約プランの異なる SIM の併用
など、より柔軟な運用が可能です。
※ nano SIM と micro SD は排他利用になります。 

※ 3G/LTE 接続はどちらか片方のスロットのみとなります。（選択可）

製品特長

Windows 10 Mobile を採用 

パソコン、タブレット向け「Windows 10」と流れを同じくした、Microsoft の最新モバイル向け OS「Windows 10 Mobile」を採用。パソコンとの高
い親和性はもちろん「Windows as a Service」による継続的な機能アップデート、および高いセキュリティレベルを実現します。

Snapdragon 617 プロセッサ / 3GB メモリ / 32GB ストレージ 搭載 

「Continuum」を快適にお使いいただくために、またパソコンのような使用感を感じていただけるように、Qualcomm オクタ（8コア）プロセッサ
Snapdragon 617 とともに、3GBメモリ、32GBストレージを搭載。ストレスのない操作感を提供します。

MADOSMA は Office Mobile を標準搭載 

Windows 10 Mobile が搭載された MADOSMA には、純正の Office Mobile が標準で搭載されており、Word、Excel、PowerPoint が利用できます。そ
れぞれの文書をスマートフォンの画面に適した状態で閲覧できるだけでなく、新規作成や編集にも対応しています。

製品仕様

型番 MADOSMA Q601

カラー シルバー

OS Windows 10 Mobile

統合ソフト
Office Mobile 

(Word Mobile / Excel Mobile / PowerPoint Mobile)

Continuum for phone 対応（ワイヤレスのみ）

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) (nano SIM スロットと排他)

バッテリー

容量 3,900mAh

連続待受時間 最大 330 時間

連続通話時間 最大 18 時間 (3G / WCDMA)

充電時間 約 3 時間 (Quick Charge 2.0 対応)

ディスプレイ

サイズ 約 6 型 (JDI 製)

解像度 1,080×1,920 (フルHD)

パネル方式 IPS 方式 5 点タッチパネル対応 (静電容量)

ガラス 2.5D ガラス (Corning® Gorilla® Glass 3)

本体寸法（高さ×幅×厚さ） 160 × 82.3 × 7.9 mm ※ 突起物：操作ボタン（電源/音量ボタン）含まず

本体重量（付属品を含まず） 176.5g

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 (micro SD カードスロットと排他)

Bluetooth® Bluetooth® V4.0 準拠モジュール

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 GPS / A-GPS / Glonass

インターフェース・ポート
USB USB 2.0 Type-C×1

サウンド マイク・ヘッドフォン端子 (CTIA 互換)

NFC Type-A/-B/-F 読み取り

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

参考直販価格 49,800円（税込、送料込）

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。※

商品ラインアップ

デスクトップPC

ノートPC

ゲームPC（G-Tune）

クリエイターPC（DAIV）

ビジネスPC（MousePro）

タブレットPC

iiyama液晶ディスプレイ

周辺機器＆IoT製品

ご利用ガイド

ご購入方法について

お支払い方法について

送料・配送について

営業日のご案内

返品について

よくあるご質問

サポート情報

購入後のお問い合わせ

故障診断・修理ご依頼

製品FAQ

各種ダウンロード

店舗情報

仙台

秋葉原

G-Tune : Garage(秋葉原/大阪)

春日部

名古屋

大阪

博多

初めてご利用の方

BTOパソコンとは？

メルマガ登録

アフィリエイト

マイページ

お届け予定日確認

サイトマップ プライバシーポリシー 規約 企業情報 採用情報 ニュースリリース Copyright (c) MouseComputer CO.,LTD. All Rights Reserved.

https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/inquiry_info.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/info.asp?N_ID=335
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/announce/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/scripts_cart/cart_view.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/lp/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/abest/wakeari/
https://www.mouse-jp.co.jp/
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2F&ref_src=twsrc%5Etfw&text=MADOSMA%20%E6%96%B0%E3%83%A2%E3%83%87%E3%83%AB%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E3%81%8A%E7%9F%A5%E3%82%89%E3%81%9B%EF%BD%9CBTO%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%BBPC%E9%80%9A%E8%B2%A9%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%97%E3%81%AE%E3%83%9E%E3%82%A6%E3%82%B9%E3%80%90%E5%85%AC%E5%BC%8F%E3%80%91&tw_p=tweetbutton&url=https%3A%2F%2Fwww.mouse-jp.co.jp%2Fcompany%2Fnews%2F2016%2Fnews_20160721_01.html%3Fmid%3Dlink_twitter%26uiaid%3Dtwitter&via=mouse_computer
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2016/news_20160721_01.html
https://b.hatena.ne.jp/entry/s/www.mouse-jp.co.jp/company/news/2016/news_20160721_01.html
https://www.mouse-jp.co.jp/phone/madosma/q601/
https://www.mouse-jp.co.jp/#products
https://www.mouse-jp.co.jp/desktop/
https://www.mouse-jp.co.jp/m-book/
https://www.g-tune.jp/
https://www.mouse-jp.co.jp/creator/
https://www.mouse-jp.co.jp/business/
https://www.mouse-jp.co.jp/luvpad/
https://www.mouse-jp.co.jp/iiyama/
https://www.mouse-jp.co.jp/other/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/purchase/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/payment/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/delivery/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/open/
https://www.mouse-jp.co.jp/shopping_guide/return/
https://www.mouse-jp.co.jp/faq/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_contact.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_repair.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_faq.asp
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_download.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#sendai_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#akiba_ds
https://www.g-tune.jp/garage/
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#kasukabe_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#nagoya_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#osaka_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/shop/#hakata_ds
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/
https://www.mouse-jp.co.jp/beginner/bto.html
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mail_magazine/form_magazine.asp
https://www.mouse-jp.co.jp/affiliate/
https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/mouse/scripts_member/member_menu.asp?_ga=1.198390636.25534302.1467198253
https://www2.mouse-jp.co.jp/status/
https://www.mouse-jp.co.jp/sitemap/
https://www.mouse-jp.co.jp/privacy/
https://www.mouse-jp.co.jp/agreement/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/recruit/
https://www.mouse-jp.co.jp/company/news/
https://www.mcj.jp/

