
注意 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。

■ ご利用に際して

■ 主な仕様　Google Pixel 7 Pro

※1 5Gは一部エリアで提供。詳しくは auまたは UQ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と画角。◯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。◯本機種の計測センサーや GPS により得られる測位などの情報は、あくまで目安となり、高度な信頼性を必要とする目
的でのご利用はできません。測位の誤差による損害および逸失利益に関して、当社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。◯詳し
くは au または UQ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・温泉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 の水槽に電話機本体を静かに沈め、約 
30 分間水底に放置しても、本体内部に浸水せず、電話機としての機能を保ちます。◯IP6Xとは、防塵試験管内で電話機を 8時間かくはんした際に、試験用
粉塵（直径 75µm以下）が電話機内部に入らないように保護されています。▪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 7 Pro、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。©2022 Google LLC All rights reserved. ○TM 
and ©2022 Apple Inc. All rights reserved. ○iPhone は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。○iPhone の商標は、アイホン株式
会社のライセンスにもとづき使用されています。○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、2022年 9月 16日現在のものです。

Google ストアHP　https://store.google.com/jp/category/phones

au
■ホームページ

UQ

https://
www.au.com/

https://
www.uqwimax.jp/

KDDI株式会社 / 沖縄セルラー電話株式会社

AMA0417　2209 Google Pixel 7Pro メーカーカタログ

このカタログは 2022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。

Google Pixel 7 Pro
カラー
サイズ（幅 × 高さ× 厚さ）
重量
バッテリー容量
対応 SIM
OS
CPU

メモリ 内蔵（ROM ／ RAM）
外部

対応通信規格
最大通信速度
ディスプレイ

カメラ
メイン
サブ

外部接続
Wi-Fi（対応通信規格）
Bluetooth®（規格）
外部デバイス／その他

Wi-Fi テザリング
防水／防塵／耐衝撃（落下）

生体認証
おサイフケータイ ®
緊急速報メール

ワイヤレス充電

付属品

Obsidian ／ Hazel

nanoSIM ／ eSIM
AndroidTM 13

128GB ／ 12GB
-

5G※1／ 4G LTE ／ WiMAX 2+
受信最大 4.2Gbps※2／ 送信最大 481Mbps※2

約 6.7インチ／ QHD＋ ／ LTPO OLED

IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax
ver.5.2

USB Type-C Ⓡ端子

最大接続数 10 台

約 76.6 × 約 162.9 × 約 8.9 mm 
約 212 g

5,000 mAh

Google Tensor G2

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）／ 望遠 約 4,800 万画素（F 値 3.5）
約 1,080 万画素（F 値 2.2）

◯（IPX8）／ ◯（IP6X）／-

顔 ／ 指紋
◯
◯

◯

1 m 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（試供品）、
クイックスイッチアダプター（試供品）、SIM ツール（試供品）
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Google 
Pixel 7 Pro
が登場。

※1 Google Pixel 6 との比較です。速度と効率に関する説明は、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。※2「24 時間以上」に ついて : バッテリー駆動時間は、Google Pixel ユーザーのバッテリー使用プロファイル中央値を使用して、通話、データ通信、待受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およそ 31 時間です。バッテリーのテストは、携帯通信会社大手 1 社のネットワークで 実施しました。「最大 72 時間」について : バッテリー駆動時間は、Google Pixel ユーザーのバッテリー使用プロファイル中央値を使用して、通話、データ通信、待
受や、（5G 接続を含むさまざまな機能が無効になる）スーパーバッテリーセーバー モードでもデフォルトでオンになっているその他一部の機能を組み合わせたテ ストに基づく推定値です。バッテリーのテストは、携帯通信会社大手 1 社のネットワークで実施しました。「24 時間以上」と「最大 72 時間」のテストについて : バッテ
リーテストは、2022 年中旬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実施されました（ただし「最大 72 時間」のバッテリー駆動時間のテストに限り、スーパーバッテリーセーバーモードを有効にしました）。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。※3 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。 ※4 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。※5 スムーズディスプレイは、一部のアプリやコンテンツではご利用いただけま
せん。※6 最新バージョンのGoogle フォトアプリが必要です。画面要素を検出できない場合もあります。※7 カメラアプリを最新バージョンにアップデートする必 要があります。◯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。

Google Tensor G2 により、これまで以上
に高速で効率的、かつ安全な Google Pixel 

が誕生※1。さらに便利な機能や、Google 

Pixel 史上最高品質の写真と動画も実現し
ます。

Google Pixel 7 Pro トリプル背面カメラシステ
ムには、5 倍望遠レンズと 30 倍超解像ズーム
が搭載され、遠くの被写体でも高画質の写真
を撮影できます※3。アップグレードされたオート
フォーカス搭載ウルトラワイドレンズは、マクロ
フォーカスに対応するようになりました。

顔認証により、Google Pixel に顔を向ける
だけで、すばやくロックを解除。指紋認証を
使ってタップでもロック解除ができます。

Google Pixel 7 Pro の 約 6.7 インチスムーズ
ディスプレイで、臨場感あふれる美しいコンテ
ンツが表示されます※4※5。コンテンツに合わ
せて最大 120 Hz まで自動調整され、よりス
ムーズかつ優れた応答性を実現しました※5。

写真に写り込んだ不要なものを
簡単に消去できます。色と明るさ
を変化させて背景に違和感なく
溶け込ませることも可能です※6。

被写体に焦点を合わせたまま背景をぼかして劇的な効果を生み
出し、本格的な映画のような仕上がりの動画が撮影できます※7。

自動調整バッテリーなら 24 時間
以上、スーパーバッテリーセー
バーを利用すると最大 72 時間持
続※2できます。

Google Tensor G2 により、これまで以上
に高速で効率的、かつ安全な Google Pixel 

。さらに便利な機能や、Google 

Pixel 史上最高品質の写真と動画も実現し

72
Hour
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※1 最新バージョンのGoogle フォトアプリが必要です。画面要素を検出できない場合もあります。※2国や言語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/recorder をご覧ください。レコーダーの共有機能にはインターネット接続が必要です。※3 言語や国によって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。翻訳は即座に行われない場合があります。※4 対応言語：英語、フ ランス語、ドイツ語、イタリア語、日本語、スペイン語。◯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。

Google 純正スマ ートフォンだから

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

Google Pixel のカメラやその他機能を
あなたのスマホで体験できます。

Google Pixel をご検討中の方へ
Googleサービスを
動画で体験できる

スワイプやタップで
写真の比較ができる

写真に写りこんだ不要なものを
簡単に消去できます※1。

レコーダーアプリを使えば、会話を文字に残すことができ、
テキストの編集や検索も簡単です※2。

双方向の異なる言語での会話を音声にして
翻訳してくれるので海外旅行も安心※3。

海外の YouTube 動画に日本語の字幕を
表示して楽しむことができる※4。

色と明るさを変化させて背景に
違和感なく溶け込ませることも
可能です※1。

読めない外国語を
画面上で翻訳※3

動物や植物の名
前を調べられる

問題の解き方と解
答を教えてくれる
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※1 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。※2 重量に基づいた計算では、スマートフォンの約 19% にリサイクル素材が使用されています。 ※3 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。※4 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。※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® 充電器を使用して最大 23W です。実際の速度は遅くなる可能性があります。※6 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満たすように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耗、デバイスの修理、分解、損傷によって低下します。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。

長時間駆動バッテリーと Pixel 史上最高性能のカメラを搭載した、
最もパワフルな Google スマートフォンです。

カラーバリエーション

これまでの Google Pixel の中で最も洗練

されています。外装はポリッシュ加工のア

ルミ製で、モダンでエレガントな色を採用。

リサイクル素材で作られています※2。

Google Pixel 7 Pro トリプル背面カメラシステムには、5 倍望遠レンズが搭

載。アップグレードされたオートフォーカス搭載ウルトラワイドレンズは、マク

ロフォーカスに対応するようになりました。

☆メインカメラのみ。　◯ポートレートモードと夜景モードは、併用できます。

Hazel

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※3。

顔認証により、Google Pixel に顔を

向けるだけで、すばやくロックを解除

できます。指紋認証を使ってタップでも

ロック解除ができます。

5,000 mAh※4 の大容量バッ

テリーで最大 72 時間持続

（スーパーバッテリーセー

バー使用時。詳細は P.12）。

超高速充電も可能です※5。

○ご利用環境やバッテリーの
状態により充電速度は変わ
る場合があります。アダプ
ターは別売りです。

頑丈な設計と IP68準拠の保護機能により、Google 

Pixel は多少水に濡れてもほこりがついても問題あり

ません※6。ディスプレイには Corning® Gorilla® Glass 

Victus™ を採用し、傷がつきにくく安心して使えます。

◯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・温泉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。

カメラ機能

マクロフォーカス☆

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☆

ウルトラワイドレンズ☆

超解像ズーム☆

デュアル露出補正

雨の滴などディテールをとらえた写真を撮影できる

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 30倍※1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

動画

シネマティックぼかし

シネマティック撮影

天体写真のタイムラプス

背景をぼかして本格的な映画のような仕上がりに

速度 50%のスムーズなパン撮影（ミュート）

星空が動くタイムラプスが撮れる（1秒間）

Google Pixel のカメラやその他機能を
あなたのスマホで体験できます。

ポートレートモードや夜景モードはもちろん、4K 動画

撮影（30 FPS、60 FPS）にも対応。

◯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。

Hazel

Google Pixel のカメラやその他機能を
あなたのスマホで体験できます。

Obsidian Hazel

カラーバリエーションカラーバリエーションカラーバリエーション

ObsidianObsidian
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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。

◯メインカメラのみ。

Google Pixel 7 Pro の更新されたウルトラワイドレンズ
はマクロフォーカスに対応しています。
雨の滴、雪の結晶、花びら、草の葉など、緻密なディテー
ルをとらえた素晴らしい写真を撮影できます。

◯メインカメラのみ。

最大 30 倍※のズームに対応。細部のディテールまでくっ
きりと写します。

30x

1x

※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。◯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。



※ 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。◯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。 109

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。

◯メインカメラのみ。

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。

ほとんど光のないシーンでも
フラッシュなしで、ここまで明るく鮮明。

◯メインカメラのみ。

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 になり感動的な天体写真が撮影できます※。
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Google Tensor G2 と Titan M2 セキュリティチップを
搭載した Google Pixel 7 Proは 複数のセキュリティレ
イヤを備えており、個人のデータを保護します※1。

同梱されているクイックスイッチアダプターを使えば、お持ちのスマートフォンとケーブルで
つなぐことができデータを簡単に移行することができます。

AIによる機械学習でバッテリーを最適化。毎日の利用状
況を学習して、よく使うアプリへ優先的に電力を供給。
いつでもやりたいことに集中できます。

Google Pixel には様々なジェスチャー機能があります。
片手しか使えない時、別の作業に集中したい時など知っ
ておくと毎日がちょっとずつ便利になります。

◯「24 時間以上」について : バッテリー駆動時間は、Google Pixel ユーザーのバッテリー使用プロファイル中央値を使用して、通話、データ通信、待受や
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、およそ 31 時間です。バッテリーのテストは、
携帯通信会社大手 1 社のネットワークで実施しました。「最大 72 時間」について : バッテリー駆動時間は、Google Pixel ユーザーのバッテリー使用プロ
ファイル中央値を使用して、通話、データ通信、待受や、（5G 接続を含むさまざまな機能が無効になる）スーパーバッテリーセーバーモードでもデフォル
トでオンになっているその他一部の機能を組み合わせたテストに基づく推定値です。バッテリーのテストは、携帯通信会社大手 1 社のネットワークで実施
しました。「24 時間以上」と「最大 72 時間」のテストについて : バッテリーテストは、2022 年中旬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実施されました（ただし「最大 72 時間」のバッテリー駆動時間のテストに限り、スーパーバッテリーセーバー
モードを有効にしました）。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。

※1コモン クライテリア認証（CC PP0084 EAL4+）。※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 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。

Google Pixel は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。

クイックタップの「アプリを開く」でアプリを指定。 Google Pixel の 

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。

24
Hour

使いたいアプリを選べば、残りのアプリをオフにし
ます。必要なときに備えてバッテリーを節約できるの
で安心です。

72
Hour

データ移行について詳しくは 

https://support.google.com/pixelphone/topic/

7084200?hl=ja&ref_topic=7083311 をご覧ください。 電源ボタンを 2回押して
カメラを起動

Pixel本体を手前に 2回ひねって
メイン／サブカメラを切り替え

ふせるだけで
サイレントモードをオン

Google 
アシスタントを起動

片手モード

Google Pixel にコピーされる連絡先とカレンダーは、Google アカウントにオンラインで同期され、アップロー
ドされます。 Google アカウントに関連付けられている情報は、Google Pixel で Google アカウントにログイン
すると同期されます。

iPhone から移行できるデータ

◯スマートフォンと iCloud の連絡先、カレンダー

 ◯指定した 1 つのアプリを開く ◯スクリーンショットを撮る

◯メディアの再生 / 一時停止 ◯最近使用したアプリを表示

◯テキストメッセージ、 iMessage、および 
　iMessage の すべてのコンテンツ
　（写真、動画、 その他のメディアなど）

◯iPhone に保存されている写真、動画　

◯一部の壁紙 (写真など )　

◯通話履歴　

◯ホーム画面のレイアウト

◯アプリ

iPhone の無料アプリの多くには Android 版が
あります。 Android 版が提供されている場合は、
Google Pixel  のセットアップ時に Google Play
から自動的にダウンロードされます。

◯ほとんどの音楽

iTunes のデジタル著作権管理で保護された音
楽は転送されません。 Google Play や YouTube 
Music からダウンロードした音楽も転送され
ません。

◯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。

時間の経過とともに Google Pixel の
安全性がさらに高まり、データを確実に保護

最低 5年間のセキュリティアップデート保証※2

機能アップデートで
使い続けるほど便利に

最低 3年間のOSアップデート保証※3

1年 2年 3年 1年 2年 3年4年 5年
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イヤフォン、スマートウォッチ、スマートフォンとすばや
く簡単に接続することができます★1。また、Google 

Pixel Buds Pro では、スマートウォッチ、スマートフォ
ン、ノートパソコン間で、音声出力の自動切り替えを
スムーズに行うことができます★2。

外部の雑音を最大限にブロック ハンズフリーで操作できる

Google の豊富な機能があなたの腕に。 4G LTE に接続すれば外出中でも安心※1。

Google Pixel で聴いている音楽や視聴している
番組の再生、一時停止、巻き戻し、音量調整を、イ
ヤフォンやスマートウォッチから行えます。

スマートウォッチを使ってスマートフォンから音を
鳴らしたり、スマートフォンを使ってスマートウォッ
チやイヤフォンから音を鳴らしたりすることができ
ます。「デバイスを探す」機能を使えば、置き忘れた 

Google Pixel、イヤフォン、スマートウォッチの位
置を地図上で確認することができます★3。

※6 事前に複数のデバイスと Google Pixel Buds Pro とのペア設定が必要です。※7 聴覚に影響を及ぼさないよう、大音量で長時間聴かないようにし
てください。※8 Google アシスタント搭載の Android デバイス（Android 6.0 以降）、Google アカウント、インターネット接続が必要です。データ通信
料が発生する場合があります。対応言語と最小要件については、g.co/pixelbudspro/help をご覧ください。 ※9 音楽再生時間は、他の機能を無効にし
た状態でフル充電された Google Pixel Buds とケースを使用し、生産開始前のハードウェアとソフトウェア上で音楽を再生して測定した概算値です (ア
クティブ ノイズ キャンセリングを含む )。ケースは、Google Pixel Buds Pro を再充電するために使用されました。充電時間は概算値です。他の機能を使
用すると電池駆動時間は短くなります。バッテリー駆動時間は、デバイス、有効にした機能、使用状況、環境など、さまざまな要因に左右されます。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。

Silent SealTM 採用の
ノイズキャンセリング 

接続先の
自動切り替え※6

ボリューム EQによる
最適なサウンド※7

ワイヤレス
充電

「OK Google」
 声だけで操作※8

ケースでの充電で
最長 31時間使用可能※9

CharcoalFogLemongrassCoral CharcoalFogLemongrassCoral

Charcoal 
アクティブ バンド

Polished Silver 
ステンレスケース

Chalk
アクティブ バンド

Polished Silver 
ステンレスケース

Hazel
アクティブ バンド

Champagne Gold
ステンレスケース

Obsidian
アクティブ バンド

Matte Black
ステンレスケース

（別売り）

内側も外側も、すべて Google が作った初め
てのスマートウォッチ。ラウンドフォルム、ドーム
形状のデザインを採用し、次世代の Wear OS 

by Google を搭載。

Google 
Pixel Watch

（別売り）

あなたに合わせてサウンドを調整し、高音質を実現するワイヤレスイヤホ
ン。Silent SealTM によるアクティブ ノイズ キャンセリングが外部の雑音を
ブロック、プレミアムなサウンドを楽しめます。

Google 
Pixel Buds Pro

4G LTE 通信での電話と 
SMS、スマートフォン
なしでの音楽再生※1

健康と
フィットネスを 

 Fitbit で管理※2

心拍数
測定※2

Google アシスタント、
Google マップ、
Google Pay※3

緊急
 SOS※3※4

Android 8.0  以降を
搭載した

スマートフォンと連携※5

★1 ファスト ペアリング機能を使用するには、位置情報が有効になっている必要があります。★2 複数のデバイスと Google Pixel Buds Pro とのペア設定が事前に必要です。 ★3 対応するデバイスにスマートウォッチが接続されている必要があります。スマートフォンは別売りです。

※1 データ通信料が発生する場合があります。有料会員登録が必要となる場合があります。対応する 4G LTE ワイヤレス サービスプランの契約が別途必要です。詳し
くは携帯通信会社にお問い合わせください。詳しくは g.co/pixelwatch/networkinfoをご覧ください。※2 機能によっては Fitbit アカウントとモバイル アプリが必
要になる場合があります。※3 国や言語によっては利用できない場合があります。※4 緊急 SOS を使用するには、位置情報の有効化と、4G LTE 接続またはインター
ネット接続が必要です。緊急 SOS の機能はネットワーク接続やその他の要因によって、緊急時の通信手段として利用できないことがあります。また、一部の地域や言
語ではご利用いただけません。緊急サービスへの自動発信は一部の国ではご利用になれません。詳しくは g.co/pixelwatch/personalsafety をご覧ください。4G 
LTE 接続がない状況で Google Pixel Watch の緊急 SOS を使用するには、ペア設定したスマートフォンが近くにある必要があります。※5 Google Pixel Watch の
ご利用には、Android 8.0 以降を搭載したスマートフォン、Google アカウント、インターネット接続が必要です。詳しくは g.co/pixelwatch/help をご覧ください。


