
●記載のハードウェア仕様は、OS、アプリケーションソフトによっては、サポートしない場合があります。●本製品（ソフトウェア含む）は日本国内仕様であり、当社では海外での保守サービス及び技術サポートは行っておりません。●各種インターフェースに関しましては、そのインターフェースに対応した全ての周辺機器の動作を保証す
るものではありません。周辺機器をお求めになる際には、対応OS、使用条件などや動作可否を必ず販売店や各周辺機器メーカーに確認するようにお願いします。●誤操作や故障などにより、本製品に重大な支障・トラブル・故障・データの紛失等の損害が生じる場合がございますが、これにより損害等の責任は当社では一切負いかねます
のでご了承ください。●記載されている内容、外観（モニタ含む）及び仕様は予告無く変更される場合があります。●保証書は大切に保管下さい。●説明書をよくお読みの上、正しくご使用下さい。●写真は全て本カタログのために撮影したもので、印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。●画面は、すべてハメコミ合成です。
●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。●プレインストールおよび、付属のソフトウェアは、市販のパッケージ商品とは付属品、マニュアルなどにおいて一部異なる場合があります。●購入された当社製品は、一般OA機器として使用されることを目的に開
発・製造されたものです。当社製品を航空機・列車・船舶・自動車などの運行に直接関わる装置・防災防犯装置・各種安全装置など機能・精度などにおいて高い信頼性・安全性が必要とされる用途に使用される場合は、これらのシステム全体の信頼性および安全維持のためにフェールセーフ設計や冗長設計の措置を講じるなど、システム全体
の安全設計にご配慮いただいた上で当社製品をご使用ください。当社製品は、航空宇宙機器、幹線通信機器、原子力制御機器、生命維持に関わる医療機器、24時間稼動システムなど、極めて高い信頼性・安全性が必要とされる用途への使用を意図しておりませんので、これらの用途にはご使用にならないでください。●Qualcommは
Qualcomm Incorporatedの商標です。
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■お客様専用ホームページ ■サポートQ＆A
■修理ステータス ■ダウンロードサービス

カタログ記載内容：2015年6月現在

製造元：

インターネット
サポート

お問い合わせ  TEL.03-6739-3808

お電話予約システム

修理ステータス

サポート履歴

本体構成を表示

真心をこめたサポートを　- Heart to Heart -
商品のサポートはサポートセンターにて承っ
ております(全機種1年間無償修理保証付
き)。なお、一部のIP電話および光電話、携帯
電話においてナビダイヤルをご使用になれ
ないため別途窓口をご用意させていただい
ております。

24時間365日受付

24時間365日受付

サポートセンターのご案内

IP電話・光電話をご使用のお客様のお問い合わせは

一般電話をご使用のお客様のお問い合わせは

TEL 0570-783-794

TEL 03-6833-1286

登録はマウスコンピューターのＷｅｂサイトから！  https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/users/register.asp

お客様のご都合の良い時間帯にお電話
を差し上げます。 
(  ※サポート電話予約時間：10:00～18:00)

修理に出した商品の修理・出荷状況、作業
報告をご覧いただけます。

サポートへのお問い合わせ、修理履歴
がご覧いただけます。 

ご購入製品の内部構成がご覧いただ
けます。 １年間 無償修理保証

２４時間 電話サポート

安全に関するご注意

ご使用の際は、ユーザーズマニュアルに記載
されている｢安全にご使用いただくために｣
をよくお読みの上、正しくお使い下さい。水、
湿気、ほこり、油煙の多い場所に設置しない
で下さい。火災、故障、感電の原因となるこ
とがあります。

https://www2.mouse-jp.co.jp/ssl/user_support2/sc_index.asp

シリーズ名 MADOSMA 

製品型番 MADOSMA Q501-BK

JANコード 4527046664677 

カラー ブラック

搭載OS ※1 Windows Phone 8.1 Update

プロセッサー 型名 Qualcomm® MSM8916

仕様 クアッドコア/ 1.2GHz

メインメモリ 容量 1GB

記憶装置 ※2 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 micro SDメモリーカードを同梱） ※3

ディスプレイ ※4 サイズ 約5インチ

解像度 1,280×720ドット

パネル方式 IPS方式　タッチパネル対応 （静電容量方式）

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 

インターフェース・ポート ※5 USB micro USB 上側面×1 ※6

サウンド ヘッドフォンマイク端子 上側面×1 ※7

SIM micro SIMスロット 内部×1 ※8

通信機能 Blueｔooth® Bluetooth® V4.0準拠モジュール （EDR/ A2DP 対応） ※9

無線LAN IEEE 802.11b/ g/ n対応

4G/ LTE Band 1 （2100MHz）・Band 3 （1800MHz）・Band 19 （800MHz）/ CAT4 ※10

3G/ W-CDMA Band 1 （2100MHz）・ Band 8 （900MHz）・ Band 19 （800MHz、Band 6 を含む） ※10

スピーカー/ マイク スピーカー内蔵/ マイク内蔵

GPS GPS/ A-GPS

センサー 近接/ 光/ 加速度/ 電子コンパス

電源 内蔵バッテリーまたはmicro USB端子より給電

本体寸法 高さ×幅×厚さ （mm） 142.8×70.4×8.4

バッテリー 容量 2300mAh

連続待受時間 ※11 460時間

連続通話時間 ※11 9時間

充電時間 ※12 3時間
　※ACアダプターは付属しておりません。充電の際は、別売のUSB-ACアダプター （出力：DC5V 1A以上）等が必要となります。

本体重量 （付属品を含まず） ※13 約125g

使用環境 温度 5～35℃、湿度 35～85%

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

保証内容 24時間365日電話サポート・1年間無償修理保証

※1 搭載OSでのサポートとなります。システム、ファームウェア更新などの際は、弊社サポートページより最新のアップデートをダウンロードの上で利用いただくようご案内させていただく場合があります。  ※2 標準装備のフラッシュメモリ容量は1GB=1000Byteの3乗換算であり、1GB=1024Byteの3乗換
算の場合とは表記上同容量の場合でも実際の値は小さくなります。内蔵フラッシュメモリの容量には、システム領域が含まれております。全容量がユーザー使用可能領域ではありません。  ※3 micro SDXCメモリーカード、micro SDHCメモリーカード、micro SDメモリーカードに対応しております。使用可能な
micro SDメモリーカード容量は、最大64GBとなります。著作権保護機能（マジックゲート機能、ID機能など）は非対応です。全てのメディアの動作を保証するものではありません。  ※4 液晶パネルは、特性として液晶パネル内に黒点（点灯しない点）や輝点（点灯したままの点）がある場合がありますが、製品の欠陥や
故障ではありませんので、予めご了承ください。  ※5 ケーブル等は別途お求め下さい。接続する周辺機器によってはご使用いただけない場合があります。  ※6 給電およびPCとのデータ同期で使用します。USBホスト機能には対応しておりません。  ※7 3極タイプまたはCTIA規格の4極タイプヘッドフォンが使用
できます。  ※8 SIMカードは本体に同梱されません。LTE/3G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となります。本製品は、日本国内用のSIMフリー対応端末です。海外でのご使用は保証外となります。SIMカードのご契約内容によっては、本端末での動作に対応していない場合がございます。す
べてのmicro SIMカードの動作を保証するものではありません。micro SIM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。  ※9 対応するプロファイルはA2DPとなります。すべての機器の動作を保証するものではありません。  ※10 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、対応する周波数や通信方式、電波状況、メンテナンスなどにより、3Gでの通信となったり通信出来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）等によりご使用になれないことがあります。また、高層ビル、マン
ション等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。ご契約の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。  ※11 
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な時間です。実際に使用できる時間は、お客様の使用環境、電波状況により大きく変動します。  ※12 バッテリーの充電は、付属のmicro USB ケーブルを接続し、USB ACアダプター等をご使用ください。USB ACアダ
プターは別売りとなります。PCなどのUSB端子から給電した場合や出力電流により、充電時間が異なる場合がございます。USB端子の出力やご使用のケーブルによっては、充電が行えない可能性がございます。全てのUSB端子やケーブルでの動作を保証するものではありません。  ※13 標準構成での本体重量で
す。付属品およびケーブル類の重量は含みません。  ※14 仕様は予告なく変更となることがあります。  ※15 動作確認は弊社の出荷状態のハードウェア、ソフトウェア環境での確認結果であり、お客様のご利用環境での動作との同一性を保証するものではありません。  ※16 本製品は、防水/防塵機能を持っており
ません。水濡れ、水没による製品の故障は、保証対象外となりますので十分ご注意ください。  

■ 製品仕様（本体）

Windows Phone

LTE
対応

法人様専用モデル



Office

cloud

Windows Phone

カスタマイズの自由なユーザーインターフェース「ライブタイル」
をスタート画面に追加しておけば、Facebookへの投稿やニュー
ス速報、ツイートなどの最新情報をリアルタイムで確認できます。
また、スタート画面のタイルを並べ替えたり、タイルの大きさを変
えたり、お好みのアクセントカラーに切り替えられるため、自分だけ
のスマートフォンを形作ることができます。

あなただけのカスタマイズ
パソコンやタブレットを使用されている方々には馴染み深い、
Windows OS （Windows Phone 8.1 Update）を採用
した使いやすいスマートフォンです。世界中で使われている
Windows OSの利便性をスマートフォンで実現することで、モ
バイル端末だけでなく、PCの利便性をも広げ、新たな可能性を
提案する製品です。

Windows Phone 8.1 Updateを採用
800万画素のメインカメラ（背面）を搭載。Windows Phoneの
機能による「バーストモード」を用いることで、カメラボタンを1回
押すだけで複数の写真を一度に撮影し、動きのある被写体も完全
に捕らえることができます。オートフォーカスとLEDフラッシュも付
いているので、毎日のちょっとした瞬間を素早くきれいに残すこと
ができます。200万画素のサブカメラ（前面）も搭載しています。

800万画素のメインカメラ
マイクロソフトアカウントにより、Windows製品（PC、タブレット）と
の統一したデータを簡単に構築できます。どこでも手軽に自分の情
報が取り出せて快適に。パソコンやタブレットにある連絡先情報を
Windows Phoneでも利用ができ、標準の電話帳であるPeople 
HubはFacebookやTwitterアカウントとも連携されているため、電
話もメールもソーシャルネットワークも思いのままに活用できます。

PCとのスムーズな同期
モバイル端末とPC間のMicrosoft Officeソフトの互換性も重視し
ました。クラウドストレージの「OneDrive」にデータを保存すれば、
パソコンやタブレットとのMicrosoft Officeソフトのデータ共有が
簡単に行えます。家でも外出先でも必要なデータをすぐに見たり更
新したりすることが可能です。いつでもどこでも仕事が捗る、新しい
ワークスタイルを取り入れることができます。

Microsoft Officeとの互換性
SIMロックフリー仕様のため、キャリアを自由に選択することができ
ます。4G LTEのBand 1（2100MHz）/ Band 3（1800MHz）/ 
Band 19（800MHz）に対応し、高速データ通信を快適にお使い
いただけます。また、W-CDMAのBand 1（2100MHz）/ Band 8
（900MHz）/ Band 19（800MHz、Band 6を含む）にも対応
し、通信・通話を日本国内の幅広いエリアでご使用いただけます。

LTE高速通信と3G通信・通話※

User interfaceWindows OS CameraSynchronism Compatibility SIM free

SIM free
micro SIM

Windows 
Phone 8.1 
Update

5インチ 
IPS方式液晶
（1280×720）

1GB
メインメモリ

micro SD
（16GB同梱）

IEEE 802.11
b/g/n

4G LTE

3G
W-CDMA

2100MHz
（Band 1）

2100MHz
（Band 1）

1800MHz
（Band 3）

900MHz
（Band 8）

800MHz
（Band 19）

800MHz
（Band 19）

800万画素
背面カメラ

バッテリー 
2,300mAh
（取り外し可）

4G LTE 3G W-CDMA クアッドコア
CPU

8GB
フラッシュメモリ

GPS
A-GPS対応

Bluetooth® 
V4.0
 (EDR/A2DP 対応)

200万画素
前面カメラ

薄さ：8.4mm
軽さ：125g

使い方を広げ、新たな自由を得た「窓」は、
あなたの仕事や暮らしをこれまで以上に快適に　

サポートする頼れるパートナーに。

※一部のソフトやアプリは有料です。

※すべてのSIMカードの動作を保証するものではありません。対応する周波数や通信方式により、動作しない場合があります。サービスエリア内でも、電波状況により、3Gでの通信となったり通信出来ない場合があります。

家でも外出先でも

データの
 同期可能!!

ソフトの
 互換性あり!!


