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さあ、仕事にとりかかろう！ 

Nintendo Switch 版『コンストラクションシミュレーター 2&3 ダブルパック』 

11 月 5 日発売決定！ 
 
株式会社３goo(サングー)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディ・コスタンゾ・ニコラ）は本日 8 月 27 日、「コ

ンストラクションシミュレーター」シリーズから 2 タイトルをバンドルした Nintendo Switch™パッケージ専用ソフト『コンストラ

クションシミュレーター 2&3 ダブルパック』を 11 月 5 日に発売することを発表いたしました。現在、全国のゲームショップな

らびにオンラインストアにて好評予約受け付け中です。 

 

コンストラクションシミュレーター 2&3 ダブルパック｜アナウンストレーラー 

https://youtu.be/bXVUBeGcPVI 

 

2 タイトルをバンドルしたパッケージがついに Switch に登場！ 

『CS シリーズ』としておなじみの『コンストラクションシミュレーター』シリーズから、『コンストラクションシミュレーター2』（以下

CS2）と『コンストラクションシミュレーター3』（以下 CS3）をバンドルしたパッケージ版の発売が 11 月 5 日に決定。 

 
主な特徴 

巨大なクレーン車に重厚なショベルカー。キャタピラーやリープベルなど、世界的建設機械メーカーの車両が続々と登場する本

作。CS2 は広大なアメリカ、CS3 はのどかで緑豊かなヨーロッパの山麓地帯を舞台に、土地の整地から建設までの多様で挑戦

的な工事契約を請け負います。ガーデニングなどの身近な作業からスタートさせて基本的な車両操作を学び、戸建て建築、マ

ンション建設、高層ビルや多目的施設などの契約を遂行し、事業を拡大しながらモノや街を創り上げていきましょう。 

 

■唯一の建設現場シミュレーションゲームで迫力の重機を操縦！もちろん免許不要！ 

子どものころに誰もが憧れた「はたらく車」を操縦する楽しさが味わえるシリーズ。 

通常は特殊免許を要する建築機械を操縦できるほか、現場への移動で一般道の走行も楽しめます。 

 

■掘って、吊って、自由自在。Switch を持ち運び、いつでもコツコツ建設作業！ 

https://youtu.be/bXVUBeGcPVI


プレイの基本は、①仕事の契約 ②機械を調達 ③現場へ移動 ④機械を操作・作業完了 ⑤報酬受取 

さまざまな重機操作のスキルを磨いて案件を勤め上げ、資金を元手に機器を調達してより大規模な仕事を受託します。 

契約・銀行・クレジットの管理能力も求められるため、建築会社の経営シムとしてもお楽しみいただけます。 

マイペースで作業を進められるため、Switch を持ち歩き、時間や場所を選ばずにコツコツと土木建築作業に取り組むこと

ができます。 

 

■2 本のゲームがひとつになったお買い得なダブルパック 

60 台を超える、建設機械や車両。地形や地盤の異なる大陸アメリカと緑豊かな山の景色が美しいヨーロッパの建設現

場まで、シリーズ２と３を合わせて 100 以上のミッションが¥4,600 のセット価格で登場！じっくり、みっちりとさまざまな

工事をお楽しみいただけます！ 

 

 
【商品概要】 

タイトル：コンストラクションシミュレーター 2&3 ダブルパック 

発売日：2020 年 11 月 5 日発売 

価格：4,600 円（税別）パッケージ版 

ジャンル：建築会社運営シミュレーション 

対応機種： Nintendo Switch™  

CERO:B（対象年齢 12 歳以上） 

対応言語(Language)： 

日本語、英語(English)、フランス語(French)、イタリア語(Italian)、ドイツ語(Deutsch) 

スペイン語(Spanish)、ロシア語（Russian）、オランダ語（Dutch）、韓国語（Korean） 

中国語（Traditional Chinese,Simplified Chinese） 

発売元：株式会社 3goo（パッケージ）  

製品紹介ページ：https://bit.ly/2EqAxhu 
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■会社概要 
会社名 ：株式会社３goo 代表取締役：ディ コスタンゾ ニコラ 
URL    ：http://www.3goo.co.jp/ 
Twitter ：https://twitter.com/3goo1 

 
 
■本リリースに関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先 
株式会社 3goo  E-mail： media@3goo.jp 
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■キーアート                           ■パッケージ画像 
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■コンストラクションシミュレーター2               

 
▲主役の車両たちメーカー車がずらり   ▲舞台は広大なアメリカ！          ▲LIEBHERR R 956 油圧ショベル 
 
 
■コンストラクションシミュレーター3              

 
▲車両の種類や数もバージョンアップ   ▲橋を架ける大規模工事も         ▲CASE 1021G ホイールローダー 


