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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』 

親子で楽しめる、はたらく車の運転！カンタン操作の紹介プレイ動画を公開！ 

 
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 10 月 29 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』で遊べる、建設機械車両の操作方法を紹介

するプレイ動画を公開いたしました。 

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。 

 

コンストラクション シミュレーター3 車両操作プレイ動画 

https://youtu.be/PP4xJDrOTMM 

 

世界の有名建機メーカー車が大集合！ 多様な作業を実行できるはたくくるまが遊び放題！ 

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

業を実行する「コンストラクションシミュレーター」シリーズ。中でも一番のお楽しみが、油圧ショベルや大型クレーンといった土木建

築の現場で活躍する建築機械をリアリティたっぷりに操作できるところ。 

※登場車両のメーカーおよび車種・作業種別は 10 月 8 日のプレスリリースにてご覧いただけます 

 

■ゲームなら、建設車両の運転もカンタン!? 親子で楽しめる、はたらく車！ 

実際の建設現場で活躍する建設機械や車両の運転は、特殊免許の取得はもちろん、危険も伴う現場ではプロとしてのウデも要求されるた

め、オペレーターと呼ばれる方々には専門性の高い知識や経験が必要になりますが、本格的な建設車両の操作を誰でも体験できることを目

指して開発された本作なら、幅広い層のゲームプレイヤーにはたらく車の運転をお楽しみいただけます。 

住宅街でもよく見かける、工事現場で活躍している建設機械をいちど運転してみたい・・・そんな願いを叶えてくれるゲームです。 

 

 

本作の特徴 

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。 

 

https://youtu.be/PP4xJDrOTMM
https://www.dreamnews.jp/press/0000223696/


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！ 

 

ダウンロード版ご購入はこちら  

コンストラクション シミュレーター2（パブリッシャー：アストラゴン） https://bit.ly/2Gcy5fi 

コンストラクション シミュレーター3（パブリッシャー：アストラゴン） https://bit.ly/3iXieyH 

 

【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 iden tit y 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 WI RT GEN 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.i nfo / 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 equipmen t, 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. 

 

■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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添付素材 Attachment 
 
■キーアート                           ■パッケージ画像 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
※添付のスクリーンショットはプレイ動画の画面です。実際のゲーム画面とは異なります。 

 


