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はたらくくるまで何して遊ぶ？ 

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』 

基本ゲームシステム紹介動画を公開 

 
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 9 月 18 日、11

月 5 日に発売予定の「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』の基本ゲームシステムを動画にて公開いたしました。本

作は現在、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。 

 

 ゲームプレイ動画  https://youtu.be/d8k5cTWfOy4 

 
社長はアナタ！「契約」「作業」「財務」をまわして事業を拡大しよう！ 

 

建築会社の社長となって、さまざまな案件の中から自社の規模に見合った最適な契約を取り付け、効率的かつ的確に現場作

業を実行します。機器の調達や資材の仕入れ、車両管理など、常にコスト意識をもちながら利益を最大化させる経営者として

の手腕も試されます。 

 

 ゲームプレイのサイクル  

 

①仕事の契約 ②機械の調達 ③現場へ移動 ④機械の操作・作業 ⑤報酬受取 ⑥財務管理 ⑦設備投資・メンテナンス 

※それぞれのプロセスはチュートリアルで体験できます 

 

■現場での役割：重機操作のプロ！ 

14 メーカー60 台以上の建設機械を駆使し、造園、土木、住宅建築、道路や橋梁工事に至るまで、あらゆるジャンルの土木

建築工事に従事します。クライアントから寄せられるミッションはのべ 70 以上。小さな仕事から大きな仕事まで、状況に応じて

効率よく契約を取り付けて汗を流して働こう！ 

 

ミッションの一例：エアコンの運搬、道路基礎工事、地盤沈下の改修、配水管工事、傾斜路建設、アスファルト舗装、橋脚

の建設、ゴルフ場への芝生の運搬・修復、コンテナの配送・積載、屋根部材の設置、休閑地の耕作ほか。 

 

https://youtu.be/d8k5cTWfOy4


■会社での役割：事業拡大をにらむ敏腕ビジネスマン！ 

財務管理はもちろんのこと、資材の仕入れや建機・重機のリースや購入の検討、メンテナンスや自社施設の拡張など、ビジネス

マンとして渡り合います。 

 

 

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！ 

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。 

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 

シリーズ２と３を合わせて¥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： 

コンストラクション シミュレーター2: https://bit.ly/2H3Ja2m 

コンストラクション シミュレーター3: https://bit.ly/2RCNEz8 
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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 
 
添付素材 Attachment 
 
■キーアート                           ■パッケージ画像 
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■ロゴ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
■ミッションの例 
 
砂利の運搬・コンテナの積載 
橋脚工事・アスファルト舗装 

 


