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本日発売！『コンストラクション シミュレーター 2&3 ダブルパック』
Nintendo Switch 版 ローンチトレーラーとゲーム開発秘話を公開！
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 11 月 5 日、「コ
ンストラクション シミュレーター」シリーズの 2 タイトルを収録した 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』を発売いたしました。これに合わせて様々な建設車両が活躍するローンチトレー
ラーを公開、またゲーム制作の舞台裏エピソードもご紹介致します。
本作は、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発売中です。

コンストラクション シミュレーター2&3 ダブルパック ローンチトレーラー
https://youtu.be/TlSGLdPr6oQ
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

【ゲーム制作の舞台裏】 気軽に操縦を楽しめる、リアルな建設車両たち
本作に登場し、日本でも「CAT」ブランドで有名なキャタピラー社の各種建設車両は、現
役 CAT 認定オペレーターの方からも驚きの声をいただくほど、コックピット内のディテールま
でがゲームに再現されています。ゲーム開発スタジオ weltenbauer（ヴェルテンバウア
ー）の CEO: René Nold（ルネ・ノルド）氏によると、建設車両のモデリングは実際の
建機メーカーから提供された CAD データを基に、ゲームエンジンに最適化しながら再現。
更にキャタピラー社のいくつかのモデルは実際の建機の録音源を使用した効果音も取り
入れ、操作マニュアルやビデオも提供してもらう事で、操作においても可能な限りの再現
を目指したそうです。ただし、ゲームとしてプレイヤーに気軽に楽しんでもらえるよう、リアル
を追求し過ぎて操作が複雑にならないような工夫もされています。現役の建機オペレー
ターでもあるコンサルタントが開発に参加し、ディテールにこだわるべき部分や簡略化して
も許容できる部分について話し合いながら、ゲーム機の 2 本のアナログスティックで操作
できるように調整が行われました。シリーズ最新の『コンストラクション シミュレーター3』な
ら、新たに導入されたコックピットビューであこがれの建設車両を操縦している感覚を味
わいながら、建設現場のお仕事をお楽しみいただけます！

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。
※本シリーズの基本ゲームシステムは、9 月 18 日のプレスリリースをご参照ください。
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
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