
             

 

PRESS RELEASE 

報道関係 各位 

 

2022年4月1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、日本国内開発、日本人に向けた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、2022年3月

31日(木)に大型アップデートを実施いたしました。 

 

1. 大型アップデート情報 

(A) より的確な編成に！自動編成で“得意ポジション優先”が追加 

“得意ポジション優先”の機能がオンの状態で自動編成をす

ると、各ポジションを得意とする選手を配置します。 

もし、該当のポジションを得意とする選手がチームに1人もい

ない場合は優先条件2を沿って編成。 

選べる条件が増えるので、試合の状況に合わせてカスタム

しましょう！ 

 

  

【NBA RISE TO STARDOM】 

2022.3.31、大型アップデート実施  

遊びやすさがアップした”新”NBAライズをいち早く体感せよ！ 
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(B) 初心者におすすめ！“オススメ編成”の追加 

試合前やインターバル中に表示される準備画面に“オスス

メ編成”ボタンを追加しました！ 

①適正ポジション ②スタミナが720以上残っている ③

次のクォーターでスキルを発動する  

①～③の優先条件を満たした上で、TPの高い選手を優

先して配置します。 

選手の入れ替えで迷うときは、ぜひ一度この”オススメ編成”を使ってみてくださいね。 

 

(C) 試合難易度に11～13登場！新たに追加されたレーダーチャートを使って戦略を立てよう！ 

今まで最大難易度10でしたが、今回のアップデートで11～1

3の難易度を追加しました！ 

相手のNPCチームも“オススメ編成”を使用するようになるた

め、勝利するにはこれまで以上にカードの育成や戦略が必須

です。 

そこで、今回新たにレーダーチャート機能が実装！相手チー

ムのパラメータと自身のチームを見比べて、チーム編成を十分

に練ってから試合に挑みましょう。 

 

(D) デイリーマラソン登場！完走してEPIC/UR以上確定チケットをゲットしよう 

デイリーミッションをクリアして報酬を受け取ると、デイリーマラソ

ンゲージが貯まっていきます。 

貯まったゲージ数によって、EPIC/UR以上確定チケットやオ

ファーチケットなどの貴重なアイテムが手に入るだけでなく、24

時間限定の効果報酬も！ 

選手強化でボーナス効果が付与されたり、シーズン獲得マネ

ーが増加したり、様々な効果報酬が獲得できますので、ぜひ

毎日ミッションをクリアしてくださいね。 
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(E) レベルアップ簡略化やストレージ機能など、選手カードに関する新機能続々追加！ 

トレーニング時、目標レベル設定に”最大”ボタンと”最

小”ボタンを追加いたしました。”最大”ボタンは、ユーザー

が所持しているマネーで可能な最大レベルまで上げること

ができ、“最小”ボタンは現在の選手レベル＋１まで上げ

られるよう設定できます。また、今回のアップデートで、選

手カードの成長ゲージをリニューアルし、現在の成長値が

一目でわかるように！ 

その他、ストレージ機能を新たに実装！ 最大300人が格納できるため、所持選手枠が圧迫されている場合は

ストレージを活用しよう。 

 

試合のテンポ感がアップする改修や、より使いやすい画面の改修など、大型アップデート内容は盛りだくさ

ん！ ぜひ実際にプレイして、とっても遊びやすくなったNBAライズを体感してみてくださいね。 

 

詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/yjhnds/ 

 

 

2. オファーチケット引換券が手に入る！ 「SEASON BOX 2020-21 Vol.5」連動ミッションを開催！ 

オファー「SEASON BOX 2020-21 Vol.5」に含まれる、セルティックス、クリッパーズ、ピストンズ、ヒートの選手

をチームに編成し連動ミッションをクリアすると、オファーチケットの引換券やゴールド、マネーが獲得できます！ 

対象選手をうまくチームに組み込んで、連動ミッションにどんどん挑戦しましょう！ 

※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

 

開催期間：2022/3/31(木) メンテナンス終了後～2022/4/14(木)13:59予定 

詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/ygtraw/ 

 

 

3. 「シーズン獲得マネー」増加キャンペーンスタート！ 

開催期間中、シーズンのPLAY-MATCHで獲得できるマネーが２倍に増加いたします。シーズンをたくさんプレイ

して、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たくさん集めましょう！ 

※内容は予告なく変更となる場合がございます。 

 

開催期間：2022/3/31(木) メンテナンス終了後～2022/4/14(木)13:59予定 

https://nbarisetostardom.com/yjhnds/
https://nbarisetostardom.com/ygtraw/
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詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/wcik8g/ 

 

 

4. 月初めの期間限定オファー「MIRA"CLE" BOX」追加！ 

古巣へ凱旋し、NBA史上初となるファイナル1勝3敗から奇跡の逆転劇で悲願の初優勝を故郷へと捧げたスー

パースターが登場！期間限定のこの機会をお見逃しなく！ 

 

開催期間：2022/4/1(金) 17:00～2022/4/8(金)16:59予定 

 

 

▼『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。 

『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/ 

https://nbarisetostardom.com/wcik8g/
https://nba-rise.onelink.me/r1ch/124d5caf
https://www.youtube.com/watch?v=Sjyvsusuaf4
https://nbarisetostardom.com/
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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. 

 

 

The NBA and individual NBA member team identification

s reproduced on this product are trademarks and copyri

ghted designs, and/or other forms of intellectual propert

y, that are the exclusive property of NBA Properties, In

c. and the respective NBA member teams 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. 

 

 

The NBPA identifications reproduced on this product are 

trademarks and copyrighted designs, and/or other form

s of intellectual property, that are the exclusive property 

of the National Basketball Players Association. and may 

not be used without the prior written consent of Nationa

l Basketball Players, Inc. © 2022 the National Basketball 

Players Association.  All rights reserved. 

 

 

【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://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg
https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg
https://twitter.com/NBA_RISE
https://gravityga.jp/

