
 

■ 主な対応サービス

注意

　 ※各サービスの詳細は auホームページでご確認ください。

Wi-Fiテザリング（最大接続数 32 台）

au 携帯電話およびオプション品は、「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

お客さまの都合により解約された場合、契約事務手数料や、お買い上げ代金はお戻しできません。

おサイフケータイ ®

緊急速報メール au 世界サービス

■ ご利用に際して

■ 主な仕様　Google Pixel 6 ( グーグル ピクセル シックス )

Google Pixel 6
ストーミー ブラック／ソータ シーフォーム／カインダ コラル

au Nano IC Card 04 ／ eSIM
AndroidTM 12

RAM 8GB ／ ROM 128GB
-
5G※1／ 4G LTE ／ WiMAX 2+
受信最大 3.4Gbps※2／ 送信最大 218Mbps※2

約 6.4インチ／ Full HD＋／有機 EL（OLED）

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
ver.5.2
防水（IPX8）、防塵（IP6X）
USB Type-C Ⓡ端子

名称
カラー

約 158.6mm高さ
サイズ 約 74.8mm幅

約 8.9mm厚さ
約 207g重量
4,614mAhバッテリー容量

au ICカード種類
OS

Google TensorCPU

メモリ 内蔵（RAM ／ ROM）
外部 microSDXCTM

対応通信規格
最大通信速度
ディスプレイ

カメラ
広角 約 5,000 万画素（F 値 1.85）／超広角 約 1,200 万画素※3（F 値 2.2）メイン
約 800 万画素（F 値 2.0）サブ

撮影サイズ 最大 4,080×3,072ドット静止画
4K　最大 3,840×2,160ドット動画

外部接続
Wi-Fi（対応通信規格）
Bluetooth®（規格）

防水／防塵
外部デバイス／その他

付属品 1m USB-C-USB-C ケーブル（USB 2.0）（試供品）、クイックスタートガイド、
クイックスイッチアダプター（試供品）、SIM ツール（試供品）

※1 5Gは一部エリアで提供。詳しくは auホームページでご確認ください。※2 ご利用は一部エリアとなります。※3 RAW 画像ファイルで設定がオンになっ
ている場合の最大解像度。◯記載の内容は端末の仕様です。◯記載の通信サービスはいずれもベストエフォート型サービスです。通信速度は機器能力に依
存します。通信速度は技術規格上の最大通信速度であり、今後、速度低下も含め、変更になる可能性があります。◯テザリング時の通信速度は接続先の機器
能力に依存します。◯本機種は国内において 3G 通信はご利用いただけません。◯詳しくは auホームページをご覧ください。

【防水・防塵について】 ◯キャップ類（SIMトレー）は確実に取り付けてください。海水・プール・温水の中に浸けないでください。砂浜などの上に置かないで
ください。本体内に水分が残っている状態で充電はできません。◯IPX8とは、常温で水道水、かつ静水の水深 1.5mの水槽に静かに本製品を沈めた状態で約
30分間、水底に放置しても本製品内部に浸水せず、電話機としての性能を保つことを意味します。◯IP6Xとは、防塵試験用粉塵（直径 75μm以下）が内部に
入らないように保護されていることを意味します。▪すべての状況での動作を保証するものではありません。お客さまの取り扱いの不備による故障と認められ
たときは、保証の対象外となりますのでご了承ください。

◯Google、Google Pixel 6、Google アシスタント、Google レンズ、Google One、YouTube、YouTube Premium、YouTube Music Premium、YouTube 
Red、Google Play Musicとそれぞれのロゴは、Google LLCの商標または登録商標です。©2021 Google LLC All rights reserved. ○その他掲載されて
いる会社名、商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。○本冊子の記載内容は、2021年 9月 28日現在のものです。

一般電話から（通話料無料）

au 携帯電話から（通話料無料） 局番なし 1 5 7

0077-7-111

au携帯電話に関するお問い合わせ（受付9：00～20：00）

Google ストアHP　https://store.google.com/jp/category/phones
AMA0273　2110 Google Pixel 6 メーカーカタログ

このカタログは 2021年 9月現在のものです。

製造元　Google

◯地域によっては本製品を取り扱っていない場合があります。◯製品仕様およ
びサービス内容は、予告なく変更することがあります。◯印刷のため、実際の色
と多少異なる場合があります。◯ディスプレイの表示はすべてイメージです。

デザインも中身も、すべてが新しく。

Google Pixel 6
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※1 Google Pixel において。2021年 9月現在、Google 調べ。※2 Google Pixel 5 との比較結果です。生産開始前
のデバイス上で実施した内部 CPU ベンチマークに基づきます。 ※3 表情を鮮明に写す機能は、顔が写っている写真
や動画でも作動しない場合があります。※4 バッテリー駆動時間は、通話、データ通信、待受時やその他の機能の使
用などを組み合わせたテストに基づく推定値です。テスト中の平均バッテリー駆動時間は 34 時間です。バッテリー
駆動時間はさまざまな要因によって変動し、特定の機能を使用すると短くなります。バッテリーテストは、2021 年半
ばに米国カリフォルニア州で、生産開始前の初期設定状態のハードウェアおよびソフトウェアを用いてサードパー
ティにより実施されました。バッテリーテストは、携帯通信会社大手 2 社のネットワークで Sub-6 GHz での非スタン
ドアロン 5G（ENDC）接続を使用して実施しました。実際のバッテリー駆動時間はこれより短い可能性があります。
※5 5G データプランに加入する必要があります（要別途契約）。携帯通信会社ネットワークまたは地域によっては、
5G サービスがご利用いただけない場合があります。詳しくは携帯通信会社にお問い合わせください。5G サービス、
通信速度、パフォーマンスは、携帯通信会社のネットワーク性能、信号強度など、さまざまな要因によって変動します。
実際の結果は使用状況によって異なります。一部の機能は、地域によってはご利用いただけないことがあります。
データ通信料が発生する場合があります。詳しくは、g.co/pixel/networkinfo をご覧ください。※6 バッテリー駆動
時間は、通話、データ通信、待受時や、スーパーバッテリーセーバー使用時にデフォルトでオンになっているその他一
部の機能の使用などを組み合わせたテストに基づく最大値です（スーパーバッテリーセーバーでは、5G 接続を含む
さまざまな機能が無効になります）。バッテリーテストは、携帯通信会社大手 2 社のネットワークで実施しました。
バッテリーテストは、2021 年半ばに米国カリフォルニア州で、生産開始前の初期設定状態のハードウェアおよびソフ
トウェアを用いてサードパーティにより実施されました（ただし、スーパーバッテリーセーバーを有効にしました）。
バッテリー駆動時間はさまざまな要因によって変動し、特定の機能を使用すると短くなります。実際のバッテリー駆
動時間はこれより短い可能性があります。 ※7 言語や国によっては利用できない場合があります。メディアやアプリ
によっては利用できない場合があります。詳しくは、g.co/pixel/livetranslate をご覧ください。

カメラ

Pixel 史上最高※1の機能を備えた Google Pixel 6 カメラで、撮りたい瞬間
をそのまま写真に残しましょう。顔のブレを修正し、被写体を鮮明にとらえる
ことができ※3、ポートレートモードでは、肌の色も美しく鮮明に撮影します。

Google 純正プロセッサ

Google が開発した初のプロセッサ Google Tensor を搭載した Google 

Pixel 6 は、 Google Pixel 5 と比較して最大 80% 高速に。※2これまでで
最も高性能かつ高速の Google Pixel が実現しました。

バッテリー

自動調整バッテリーなら 24 時間以上持続します。※4※5  スーパーバッテリー
セーバーを利用すると、最大 48 時間持続するため、大事なときにバッテ
リー切れの心配をせずにすみます。※6

リアルタイム翻訳

リアルタイム翻訳により、他言語によるコミュニケーションをサポート。チャッ
トではプライバシーを保護しながら、安全に自動翻訳を利用できます。※7



［原寸大］ ［原寸大］

※1 Google Pixel 5 のメインの背面カメラとの比較。※2 RAW 画像ファイルで設定がオンになっている場合の最大解像
度。設定はデフォルトでオフになっています。詳しくは g.co/pixel/photoediting をご覧ください。※3 メインカメラのみ。
※4 一部のカメラアプリやカメラモードではご利用になれません。※5 有線での急速充電の速度は、コンセントに接続した 
Google 30W USB-C® 充電器の使用を前提としています。USB PD 3.0 PPS アダプター対応。実際の速度は遅くなる可
能性があります。アダプターは別売りです。充電速度は、バッテリーの残量が 1% になった状態で Google 30W USB-C® 
充電器（別売り）を使用して測定したテストに基づきます。充電テストは 2021 年半ばに生産開始前の初期設定状態の
ハードウェアおよびソフトウェアを用いて、デバイスの電源をオンにして Google により実施されました。充電速度は、充電
中の使用状況、バッテリーの使用年数および気温など、さまざまな要因によって変動します。実際の充電速度は遅くなる可
能性があります。 ※6 サイズと重量は、構成および製造工程によって異なります。※7 バッテリーテストと予想される動作に
基づいて概算された一般的な容量です。※8 ストレージの仕様は、フォーマット前の容量を表しています。フォーマット後の
実際の容量はこれより少なくなります。※10 対角線を測定。サイズは構成および製造工程によって異なる場合があります。
一部のアプリやコンテンツではご利用いただけません。ディスプレイは、快適な視聴とバッテリー使用量の最適化のため
自動調整されます。※11 Google Pixel 5 との比較。※12 機能は携帯通信会社の提供状況によります。携帯通信会社また
は国によっては機能がご利用いただけない場合があります。詳しくは携帯通信会社にお問い合わせください。

■ スペック

ディスプレイ

サイズ

重量

バッテリー

プロセッサ

メモリ

ストレージ

防水

約 6.4 インチ Full HD+（1,080 × 2,340）OLED

W：約 74.8 mm × H：約 158.6 mm × D：約 8.9 mm※6

約 207 g※6

4,614 mAh※7

Google Tensor

8GB RAM

128GB※8

IPX8 ／ IP6X※9

最大  9 0  H z  のスムーズディスプレイに、多彩なカメラやディスプレイ指紋認証など、便利で快適に使える      機能を搭載しています。

最大 2 倍※11の耐傷性を実現したこれまでで最も頑丈

な Corning® Gorilla® Glass VictusTM カバーガラス。

Design ［デザイン］

■ 多彩なカメラ機能

モーションモード

ポートレートモード

夜景モード

天体写真機能※3

ウルトラワイドレンズ※3

超解像ズーム※3

デュアル露出補正

アクション パン：高速で動く被写体を流し撮りできる

長時間露光：動く背景の軌跡をそのまま撮影できる

被写体の背景をプロ級にぼかせる

真っ暗なシーンも明るくはっきり撮れる

肉眼では見えない夜空の星を撮影できる

広角でも歪みのない自然な写真が撮れる

最大 7 倍※4のズームでディテールまでくっきり

逆光のシーンでも暗くならずに撮れる

カラー
バリエーション
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Google 30W USB-C® 充電器を使えば 30 分で

最大 50%の充電ができるので忙しい朝などでも

サッと充電 & 安心して出かけられます。

2つのモード
を併用できる

バリエーション

Stormy Black Sorta Seafoam Kinda Coral

Google Pixel は物理的な SIM 

カードと eSIM の 2 つに対応。2

つの電話番号（回線）を併用でき

るので、1 つは通話用、もう 1 つは

データ通信用など自由に使い方

を選んでご利用いただけます※12。

ディスプレイ指紋

認証なので、パス

コードの入力なし

でホーム画面にス

ムーズにアクセス

できます。

◯画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

多少の水や埃がかかっ

ても心配ありません。水

深 1.5 mの真水に 30

分間沈めても耐えるこ

とができます※9 。

※9 デバイスは工場出荷時点で IEC 規格 60529 の
IP68 の防水および防塵性能を遵守するよう設計されて
いますが、完全な防水または防塵ではありません。アク
セサリは防水、防塵ではありません。防水および防塵性
能は永久的には持続せず、スマートフォンの通常の使用
による摩損、デバイスの修理、分解、損傷によって低下ま
たは失われます。デバイスを落下させると防水、防塵性
能が失われる場合があります。液体による損傷の場合、
保証が無効になります。詳しくは g.co/pixel/water を
ご覧ください。 ◯キャップ類（SIMトレー）は確実に取り
付けてください。海水・プール・温水の中に浸けない
でください。砂浜などの上に置かないでください。



G o o g l e  P i xe l  6  に追加されたモーションモードなら、「アクション  パン」と「長時間露光」が撮影できます。    ワンタップだけで、誰でも簡単に驚きの写真を撮ることができます。

Camera ［カメラ］

5 6

高速で動いている被写体にピントをあわせて撮影すれば、迫力のある流し撮りができます。遊んでいる子どもや、

スポーツシーンなどの撮影にもおすすめです。

夜景やイルミネーション、　渓流などを長時間露光で撮影すれば SNS 映えするドラマチックな 1 枚を写すことができます。

◯画像はイメージです。実際の画像とは異なる場合があります。

モーションモード（アクション パン）

モーションモード（アクション パン）

モーションモード（長時間露光） モーションモード（長時間露光）

モーションモード（長時間露光）



シャッターボタンを押したら、あとは  P i x e l  におまかせ。誰でも簡単に撮影できます。

簡単操作で、人や物も背景をプロレベルに

ぼかせます。ポートレートモードで撮った写

真は後からぼかし具合を調整することもで

きます。

Camera［カメラ］
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※ Google Pixel の天体撮影の詳細については g.co/pixel/astrophotography をご覧ください。

夜景モード（天体写真機能 ON）

ほとんど光のないシーンでも Pixel ならフラッシュなしで、

ここまで明るくキレイに撮影することができます。

夜景モード通常モード

Google Pixel を三脚などで固定し

て、静止した状態にすると天体写真

機能が ON になり感動的な星空を

撮影することができます。※

ポートレートモード ポートレート　  モード

◯メインカメラのみ。

◯画像はイメージです。実際の画像とは異なる場合があります。

1 度の撮影で静止画 & 1 秒タイ
ムラプス動画の 2 つが一気に
撮影できるようになりました。



Google アシスタントの通訳

機能を使えば、対面での会話

をリアルタイムで翻訳するこ

ともできます。

Google アシスタント
を使えば

Google レンズを起動させて、調べたいものをタップするだけ。

わからない言語をすぐに翻訳できます。

Google レンズ
を使えば

Please tell me 
how to get to 
Tokyo station.

You will arrive 
the earliest 

when you take 
the next limited 

express train.

東京駅への
行き方を教えて
ください

次に来る
特急電車に乗ると
一番早く着きますよ。

Camera ［カメラ］
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ウルトラワイドレンズで、広々とした風景や大

勢の人を写真に収めることができます。広角

撮影した際に起きるレンズ歪みは、自動で補

正してくれます。

ウルトラワイドレンズ通常撮影

◯メインカメラのみ。

写真に写り込んでしまった知らない人や不要な物を、Googleフォトで数回タップするだけで、削除できます。※ 

※画像要素によっては消しゴムマジックが機能しない場合があります。

Translate ［翻訳機能］

メッセージも、会話も、単語も、Google Pixel があれば、さまざまなシーンでリアルタイムに翻訳できます。

日本語でメッセージを送ると、リアルタイ

ムで英語に翻訳されて相手に届きます。

もちろん英語のメッセージを日本語にも

リアルタイムで翻訳してくれるので、お互

いの言語がわからなくても、ストレスなく

コミュニケーションすることができます。

メッセージのリアルタイム翻訳は

さまざまなメッセージアプリにも

対応しています。

日本語で送信 英語で送信

◯画像および画面はイメージです。実際の画像および画面とは異なる場合があります。

※1 言語や国によっては利用できない場合があります。メディアやアプリによっては利用できない場合があります。詳しくは、g.co/pixel/livetranslate 
をご覧ください。※2 翻訳は即座に行われない場合があります。※3 レンズを使用したカメラベースの翻訳は 55 の言語で利用できます。Google 
Pixel のその他の翻訳機能では、対応言語がそれより少なくなる場合があります。詳しくは、g.co/pixel/livetranslate をご覧ください。

カメラ → モード → レンズ →
「翻訳」をタップしてかざすだけ

Let ’s
Try



11 12◯画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

使い方にあわせてムダな電池消費を軽減する自動調整バッテリーで安心して使えます。

例えばこんな 1 日でも安心して使える。

Google Pixel は長時間駆動バッテリーを搭載。よく使うアプリを認識して優先的に電力を供給し、

使用率の低いアプリへの電力を減らします。心ゆくまで動画やマップ、検索を楽しむことができます。

※1 バッテリー駆動時間は、通話、データ通信、待受時やその他の機能
の使用などを組み合わせたテストに基づく推定値です。テスト中の平
均バッテリー駆動時間は 34 時間です。バッテリー駆動時間はさまざ
まな要因によって変動し、特定の機能を使用すると短くなります。バッ
テリーテストは、2021 年半ばに米国カリフォルニア州で、生産開始前
の初期設定状態のハードウェアおよびソフトウェアを用いてサード
パーティにより実施されました。バッテリーテストは、携帯通信会社大
手 2 社のネットワークで Sub-6 GHz での非スタンドアロン 5G
（ENDC）接続を使用して実施しました。実際のバッテリー駆動時間は
これより短い可能性があります。※2 5G データプランに加入する必要
があります（要別途契約）。携帯通信会社ネットワークまたは地域に
よっては、5G サービスがご利用いただけない場合があります。詳しく
は携帯通信会社にお問い合わせください。5G サービス、通信速度、パ
フォーマンスは、携帯通信会社のネットワーク性能、信号強度など、さ
まざまな要因によって変動します。実際の結果は使用状況によって異
なります。一部の機能は、地域によってはご利用いただけないことが
あります。データ通信料が発生する場合があります。詳しくは、
g.co/pixel/networkinfo をご覧ください。※3 バッテリー駆動時間
は、通話、データ通信、待受時や、スーパーバッテリーセーバー使用時
にデフォルトでオンになっているその他一部の機能の使用などを組み
合わせたテストに基づく最大値です（スーパーバッテリーセーバーで
は、5G 接続を含むさまざまな機能が無効になります）。バッテリーテ
ストは、携帯通信会社大手 2 社のネットワークで実施しました。バッテ
リーテストは、2021 年半ばに米国カリフォルニア州で、生産開始前の
初期設定状態のハードウェアおよびソフトウェアを用いてサードパー
ティにより実施されました（ただし、スーパーバッテリーセーバーを有
効にしました）。バッテリー駆動時間はさまざまな要因によって変動し、
特定の機能を使用すると短くなります。実際のバッテリー駆動時間は
これより短い可能性があります。

AI の機械学習でバッテリーを最適化。

時間の経過とともに、Google Pixel があなたの毎日の

アプリ使用状況を学習してくれるので、電池残量を気に

せずにやりたいことに集中できます。

07：00 ～

朝食中は  Google アシスタントで

最新ニュースを読み上げ

10：00 ～

目的地まで Google マップの

ライブビューをナビ代わりに

15：00 ～

スキマ時間は、ネットで調べ物や 

SNS を一通りチェック

22：00 ～

一日の終わりは話題の  

YouTube 動画をたっぷり視聴

各アプリへのバッテリー供給量イメージ

アプリAの
使用が多く、

B・C・D は
少ない。

■アプリA 
■アプリ B
■アプリC 
■アプリD

A I
機械学習前

A I
機械学習後

Battery ［バッテリー］

でも
G5

緊急度の低いアプリをオフ

にすることでバッテリーをさ

らに長持ちさせることができ

ます。

一度オフにしたアプリはグ

レーアウトされて表示されま

すが、アイコンをタップすると

一時的に解除して使用する

ことができます。

例えば週末の泊まりでのお出かけなど充電できないシーンでも安心

48時間最大

※1※2

※3

24時間以上



Material You ［カスタマイズ］

13 14◯画面はイメージです。実際の画面とは異なる場合があります。

Useful［便 利］

Safety ［安 心］

Google Pixel  6 付属のクイックス

イッチアダプターを使えばお持ちの

端末のデータを簡単に移行するこ

とができます。

クイックタップの「アプリを開

く」でアプリを指定。 P ixel  6  

背面を素早く 2  回タップする

と、クイックにアクセスできま

す。よく使うアプリを設定して

おくと便利に使えます。

電話帳などのデータをクラウドにアッ

プしたり、専用アプリをダウンロードし

て移行する必要がないため、誰でも簡

単にできます。

クイックスイッチ
アダプター
（試供品）

端末のデータを簡単に移行するこ

とができます。

クイックスイッチ
アダプター
（試供品）

クイックスイッチ

機能アップデートでより便利に

※1 機能が追加される期間は、米国の Google ストアでのデバイス提供開始日から最低 3 年間です。ご利用の Google Pixel には、該当する 
Android のアップデート期間とスマートフォンのサポート期間中、機能が追加でインストールされます。詳しくは、g.co/pixel/updates をご覧
ください。 ※2 Android セキュリティアップデートが提供される期間は、米国の Google ストアでのデータ提供開始日から最低 5 年間です。
詳しくは、g.co/pixel/updates をご覧ください。※3 Google Pixel の以前のモデルと比較。

Google Tensor はセキュリティコアが組み込まれた初のプロセッサで、次世代 
Titan  M2TM セキュリティチップと連携して動作します。この連携により、セキュ
リティの脅威に対する Google Pixel の耐性はさらに強化されます※3。

3years
使い続けるほど安全性が高く

5years

趣味の
自転車

子どもの
写真

自分のスタイルにあわせた色や形、ウィジェットを追加して Google Pixel にあなたらしさをもっと。

ロック画面 ホーム画面 設定パネル メニュー画面

壁紙に合わせて、アイコンやメニューカラーを自動で設定

トントンっと
素早く 

2 回タップ


