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【NBA RISE TO STARDOM】
あなたは最優秀守備選手たちから得点を奪えるか！？
期間限定イベント「THE IRON WALL - 鉄壁の牙城を崩せ -」開催

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、スマートフォン・タブレット向けNBA公式
オンラインシミュレーションゲーム『NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)』において、本日より期間限
定イベント「THE IRON WALL - 鉄壁の牙城を崩せ -」を開催いたします。
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■期間限定イベント「THE IRON WALL - 鉄壁の牙城を崩せ -」開催！
オフェンスだけではなく、ディフェンスの力も非常に重要なNBA。本日からスタートするチャレンジイベントでは、鉄
壁の守備職人たちが登場！彼らから得点を奪い、ポイントを集めてLEGEND選手など豪華報酬を獲得しまし
ょう！

ポイントは、スコアランキングをプレイすると獲得でき、TP（チームパワー）が条件を満たすと、守備を得意とした
歴代の選手たちで構成された特別チームが登場します！

＜イベント特別チーム＞
REBOUND KINGS：歴代のリバウンド王が集結したチーム ※TP200以上で登場
SHOT BLOCKERS：歴代のブロック王が集結したチーム ※TP250以上で登場
GREAT DEFENDERS：NBA史上屈指の守備職人たちで構成したチーム ※TP300以上で登場

特別チームとのマッチングで「LEGENDマッチングボーナス」が付与されます。ポイント獲得率をアップさせる“ブース
ト選手”をうまくチームに編成すれば、効率よくポイントを集めることが可能に。ブーストの効果は重ね掛けできるた
め、対象の選手をしっかりチェックして、チームに多く組み込みましょう！

開催期間：2022/3/10(木)メンテナンス終了後～2022/3/24(木)13:59
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/rjkd9ujf/

・イベント限定オファー「EVENT BOX-Heart of Scorer-」追加！
強気なプレーで得点をあげる歴代のスコアラーをピックアップしたオファー開催！ 4度の得点王に輝いた、あの”小
さな巨人”がLEGEND選手で登場です。
また、3BOX購入いただくと、特典としてSECRET選手が1枚獲得できます。
ピックアップされている選手は、イベント「THE IRON WALL - 鉄壁の牙城を崩せ -」のポイント獲得率がアップ
する“ブースト選手”なので、ポイント報酬をたくさんゲットしたい人にオススメのオファーです。

開催期間：2022/3/10 (木)メンテナンス終了後～2022/3/24(木)13:59
詳細はこちら： https://nbarisetostardom.com/gkier8r/

・イベント連動ログインボーナス開催！
イベントオファーチケットやマネー、ゴールドが手に入るイベント連動ログインボーナスを開催します！
ぜひ、手に入れたマネーを使って選手を育成し、イベントにチャレンジしてくださいね！
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開催期間：2022/3/10 (木)メンテナンス終了後～2022/3/24(木)13:59
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/rjkd9ujf/

■2020-21シーズンに活躍した選手をゲット！オファー『SEASON BOX 2020-21 Vol.5』追加！
本日より、オファーに「SEASON BOX 2020-21 Vol.5」を追加しました。
「SEASON BOX 2020-21 Vol.5」では2020-21シーズンに活躍した[セルティックス] [クリッパーズ] [ピスト
ンズ] [ヒート]の選手が獲得できます。

開催期間：2022/3/10(木)メンテナンス終了後～
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/0djkiruy/

■「オフィシャルストア獲得マネー増加」キャンペーン開催！
拠点「オフィシャルストア」で獲得できる売上（マネー）が増加するキャンペーンを開催いたします！
選手の強化や拠点のグレードアップに欠かせないマネーを毎日欠かさず獲得しましょう！

開催期間：2022/3/17(木) 14:00～2022/3/31(木)13:59

▼『NBA RISE TO STARDOM』はApp Store、Google Play ストアで好評配信中！
https://nba-rise.onelink.me/r1ch/124d5caf

『NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)』とは
日本国内開発、日本人に向けたNBAバスケットボールゲームがついに登場！
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。
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『NBA RISE TO STARDOM』は、史上2人目の日本人NBAプレーヤー 渡邊雄太選手がアンバサダーを務
めています。
■渡邊雄太選手のビデオメッセージはこちらから！
https://www.youtube.com/watch?v=Sjyvsusuaf4

【基本情報】
タイトル：NBA RISE TO STARDOM(NBAライズ)
ジャンル：スポーツ
対応OS：Android OS 7.0以上 / iOS 11.0以上
価格：基本プレイ無料(一部アプリ内課金あり)
配信開始日：2021年11月24日(水)
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： © 2022 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.
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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. © 2022 NBA Properties, Inc. All rights reserved.

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