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『コンストラクション シミュレーター 2&3 ダブルパック』収録
『コンストラクション シミュレーター3』の追加機能を公開
あらかじめダウンロードもスタート
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 10 月 22 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 2&3 ダブルパック』に収録されている『コンストラクション シミュレーター3』の
新機能を公開いたしました。あわせて、ニンテンドーe ショップにて『コンストラクション シミュレーター3』のあらかじめダウンロードが
開始されたことをご案内いたします。

コンストラクションシミュレーター3
あらかじめダウンロード https://bit.ly/3iXieyH
カメラ機能が充実。コックピットビューが追加され、より臨場感あふれる重機操作が体感可能に
アナウンストレーラー https://youtu.be/5GTWs6HR0SA

▲追跡カメラビュー

▲カメラ視点選択

▲運転席（コックピット）ビュー

『コンストラクション シミュレーター3』では、カメラの操作性にバリエーションが加わり、カメラの視点移動やズーム機能が追加され
ました。自走タイプの車両では運転席からの視点（コックピットビュー）を楽しめたり、高所のクレーン車両では、クレーンのフック
からの視点を選択することができるように。ズームイン／アウトなどの制御も可能となり、作業効率が高まるだけではなく、工事現
場の臨場感もよりリアルに体感いただくことができます。

▲運転席（コックピット）ビューの状態でカメラの視点を左、中央、右と変更した状態。

ダウンロード版ご購入はこちら：ニンテンドーe ショップ
コンストラクション シミュレーター2 https://bit.ly/2Gcy5fi
コンストラクション シミュレーター3 https://bit.ly/3iXieyH

あらかじめダウンロード実施中

【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
©2020 astragon Entertainment GmbH. © 2020 weltenbauer. Software Entwicklung GmbH. Published and
distributed by astragon Entertainment GmbH. Construction Simulator, astragon, astragon Entertainment and its
logos are trademarks or registered trademarks of astragon Entertainment GmbH. weltenbauer., weltenbauer.
Software Entwicklung GmbH and its logos are trademarks or registered trademarks of weltenbauer. Developed with
the kind support of Caterpillar, ATLAS, Bell, BOMAG, CASE Construction Equipment, Doosan Bobcat, Liebherr, MAN,
MEILLER Kipper, Palfinger, WIRTGEN GmbH, JOSEPH VÖGELE AG, HAMM AG and STILL. ©2020 Caterpillar. CAT,
CATERPILLAR, their respective logos, "Caterpillar Yellow," the "Power Edge" trade dress as well as corporate and
product identity used herein, are trademarks of Caterpillar and may not be used without permission. www.cat.com
/ www.caterpillar.com astragon Entertainment GmbH a licensee of Caterpillar Inc. ©2020 WIRTGEN, VÖGELE,
HAMM and their respective logos are trademarks of WIRTGEN GmbH, JOSEPH VÖGELE AG, HAMM AG or WIRTGEN
GROUP Branch of John Deere GmbH & Co. KG and may not be used without permission. www.wirtgen.de /
www.voegele.info / www.hamm.eu / www.wirtgen-group.com. astragon Entertainment GmbH is a licensee of
WIRTGEN GmbH, JOSEPH VÖGELE AG and HAMM AG. All other intellectual property relating to the construction
equipment, associated brands and imagery (including trademarks, designs, and/or copyrighted materials) featured
in the game are therefore the property of their respective companies. Published and distributed by 3goo K.K. in
Japan.
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