
             

 

PRESS RELEASE 

報道関係 各位 

 

2021年11月10日 

グラビティゲームアライズ株式会社 

 

 

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地：東京都中央区)は、2021年11月18日(木)に正式サービス

開始を予定しているNBA公式オンラインシミュレーションゲーム『NBA RISE TO STARDOM』のアンバサ

ダーとして、NBA史上2人目の日本人プレーヤー 渡邊雄太選手の就任が決定したことをお知らせします。 

 

 

 

『NBA RISE TO STARDOM』は、NBAに在籍する450名以上が実名で登場する本格バスケットボールシミ

ュレーションゲームです。実際の選手スタッツを反映したバスケットボールシミュレーションと迫力の映像でスーパー

NBA史上2人目の日本人プレーヤー 渡邊雄太選手が 

今秋登場のNBA公式オンラインシミュレーションゲーム 

「NBA RISE TO STARDOM」のアンバサダーに就任 
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プレイを完全再現！現役スター選手だけでなく、歴代のレジェンド選手も登場し、自分だけのドリームチームを作

成できます。 

この度アンバサダーに就任した渡邊雄太選手には、『NBA RISE TO STARDOM』を一緒に盛り上げていただ

きます。アンバサダー就任を記念したキャンペーンも実施予定です。公式サイトおよび、公式Twitterにて随時

情報を公開してまいりますので、ぜひフォローいただきチェックしてください。 

 

日本時間10月20日（現地19日）に、リーグ75周年となる2021-22シーズンが開幕したNBA。 

『NBA RISE TO STARDOM』をプレイして、渡邊雄太選手と一緒に、日本国内でNBAをもっと盛り上げてい

きましょう！ 

 

■渡邊雄太選手からビデオメッセージが届きました！視聴はこちらから 

URL：https://www.youtube.com/watch?v=Sjyvsusuaf4 

 

 

■渡邊雄太選手プロフィール 

生年月日：1994年10月13日（27歳） 

身長 / 体重：206cm / 97.5kg 

最高到達点：354cm 

ポジション：シューティングガード/スモールフォワード 

所属：NBAトロント・ラプターズ 

出身地：香川県三木町 

経歴：尽誠学園高 

⇒ セント・トーマス・モア・スクール 

⇒ ジョージ・ワシントン大卒業 

⇒ NBAメンフィス・グリズリーズ 

⇒ NBAトロント・ラプターズ 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Sjyvsusuaf4
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＜主な戦歴＞ 

2011年 史上初めて高校生でバスケットボール男子日本代表選出 

全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 準優勝 （男子大会ベスト5に選出） 

2012年 FIBAアジアU-18男子バスケットボール選手権大会 4位 

全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会 準優勝  

（2年連続 男子大会ベスト5に選出） 

2013年 東アジアバスケットボール選手権大会 3位 

FIBA ASIA男子バスケットボール選手権大会 9位 

2014年 全米プレップ招待選手権大会 準優勝 

ニューイングランド地区 ベスト5 

2016年 全米大学バスケットボール招待大会（NIT） 優勝 

2017年 Atlantic 10 All-Defensive Team受賞 

2018年 Atlantic 10 Defensive Player of the Year受賞 

NBAサマーリーグ（ブルックリン・ネッツ）参加 

NBAサマーリーグ終了後にメンフィス・グリズリーズ保有の「NBA契約選手」となり、 

2018年10月27日（現地時間）のフェニックス・サンズ戦で試合に出場し、 

日本人2人目の「NBA選手」となる。 

2019年 FIBAバスケットボールワールドカップ2019 日本代表選出 

2021年 東京オリンピック 男子バスケットボール日本代表選出 

  トロント・ラプターズと本契約締結 
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▼予約注文・事前登録はこちら 

App Store予約注文、Google Play ストア事前登録のいずれかの方法で登録を行うことができます。 

予約注文・事前登録を行っておくと、リリース日に自動でアプリがダウンロードされるため便利です。 

ぜひご利用ください。 

https://nba-rise.onelink.me/r1ch/3f96ac7d 

 

 

『NBA RISE TO STARDOM』とは 

本ゲームは、NBAに在籍する450名以上が実名で登場し、本番さながらの手に汗握る戦いができる、オンライ

ンシミュレーションゲームです。ステフィン・カリー、ジェームズ・ハーデン、デリック・ローズなどの現役スター選手だけで

なく、ケビン・ガーネット、ティム・ダンカンなど歴代のレジェンド選手も登場します。もちろん、大活躍中の「渡邊雄

太」「八村塁」の両日本人プレーヤーも登場！自分だけのオリジナルチームを作ってシーズン優勝を目指しましょ

う。 

『NBA RISE TO STARDOM』は日本が企画・開発するゲームとしては唯一のNBA公式タイトルであり、正式

サービスは2021年11月18日(木)を予定しています。 

 

 

【基本情報】 

タイトル：NBA RISE TO STARDOM 

ジャンル：スポーツ 

対応OS：Android OS 7.0以上 / iOS 11.0以上 

リリース日時：2021年11月18日(木)予定 

公式サイト：https://nbarisetostardom.com/ 

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHW

GjSg 

公式Twitter：https://twitter.com/NBA_RISE 

コピーライト： © 2021 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. 

 

 

https://nba-rise.onelink.me/r1ch/3f96ac7d
https://nbarisetostardom.com/
https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg
https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg
https://twitter.com/NBA_RISE
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The NBA and individual NBA member team identifications reproduced on this product a

re trademarks and copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, tha

t are the exclusive property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member te

ams and may not be used, in whole or in part, without the prior written consent of NBA 

Properties, Inc. © 2021 NBA Properties, Inc. All rights reserved. 

 

 

 

The NBPA identifications reproduced on this product are trademarks and copyrighted d

esigns, and/or other forms of intellectual property, that are the exclusive property of th

e National Basketball Players Association. and may not be used without the prior writte

n consent of National Basketball Players, Inc. © 2021 the National Basketball Players A

ssociation.  All rights reserved. 
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【グラビティゲームアライズ株式会社 会社概要】 

会社名：グラビティゲームアライズ株式会社 

英文社名：GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd. 

所在地   ：東京都中央区八丁堀3-14-4-2F 

設 立：2019年7月1日 

URL：https://gravityga.jp/ 

 

https://gravityga.jp/

