
             

 

PRESS RELEASE 

報道関係 各位 

 

2022年4月21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、本日より期間

限定イベント「NBA Japan Games 2019」を開催いたします。 

 

 

 

  

【NBA RISE TO STARDOM】 

日本を熱狂させた夢の試合が甦る！ 

期間限定イベント「NBA Japan Games 2019」開催 
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■期間限定イベント「NBA Japan Games 2019」開催 

「NBA Japan Games 2022 Presented by Rakuten」の開催決定を記念して、今回のVSイベントでは2

019年に日本で開催されたトロント・ラプターズとヒューストン・ロケッツのNBAプレシーズン・マッチ、「NBA Japan 

Games 2019 Presented by Rakuten」をテーマとして開催！夢と感動を与えた試合を『NBA RISE TO 

STARDOM』で体感しよう！ 

 

このイベントでは、「NBA Japan Games 2019 Presented by Rakuten」で活躍したスター選手たちで編

成する2つの特別チームを対戦相手として試合を行います。試合を行うと、対戦相手に応じたイベントポイントを

獲得でき、ポイント交換所でイベント限定選手カードや様々な豪華報酬がゲットできます。 

イベント限定ミッションも開催中！ ミッション達成でイベントポイントを一挙にゲットできますので、ぜひチャレンジし

てみてくださいね。 

連動オファーの対象選手や対象チームの所属選手をチームに編成すると、試合終了時に獲得ポイントブースト

がつきます。対象選手をチームにうまく編成して、効率よく報酬をゲットしましょう！ 

 

開催期間：2022/4/21(木)17:00～2022/5/12(木)16:59 

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

 

・イベント限定オファー「EVENT BOX -NBA Japan Games 2019-」登場！ 

「NBA Japan Games 2019 Presented by Rakuten」で、迫力あるプレーで会場を魅了した選手たちを

ピックアップしたオファーを追加！このオファーで獲得した対象選手をチームに編成すると、期間限定イベント「NB

A Japan Games 2019」で試合を行った際に獲得ポイントブーストがつきます。 

また、3BOX購入いただくと、特典として2018-2019シーズンにMIPも受賞したあの選手がSECRETで 1枚獲

得できますので、この機会をお見逃しなく！ 

 

開催期間：2022/4/21(木)17:00～2022/5/19(木)16:59 

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

 

・イベント連動ログインボーナス開催！ 

イベントポイントやイベントオファーチケット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！ 

毎日ログインするだけでイベントポイントがゲットできるので、ポイント交換所で好きなアイテムと交換しましょう。 

 

開催期間：2022/4/21(木)17:00～2022/5/12(木)16:59 

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

https://nbarisetostardom.com/kdsaom/
https://nbarisetostardom.com/aloxic/
https://nbarisetostardom.com/kdsaom/
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■NPCトレードに新たな[LEGEND]登場！ 

「トレード」内の「NPC出品リスト」にあの殿堂入り選手が登場。圧倒的な身体能力で豪快なダンクを次々と繰

り広げ、「レインマン」の愛称でシアトル・スーパーソニックスの一時代を築いたレジェンドをぜひチームに迎え入れま

しょう！ 

 

開催期間：2022/4/23(土)17:00～ 

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

 

 

▼『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 JAPAN GAMES 2022 Presented by Rakuten詳細 

ゴールデンステート・ウォリアーズとワシントン・ウィザーズが対戦するプレシーズンゲーム2試合が、2022年9

月30日（金）・10月2日（日）に「さいたまスーパーアリーナ」で開催決定！日本で行われるNBAの試

合としては、通算15試合目と16試合目になります。なお、試合情報やチケット販売方法は、特設サイト

（https://nba.rakuten.co.jp/special/nbajapangames2022.html）をご覧ください。 

 

 

『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。 

 

https://nbarisetostardom.com/trxawa/
https://nba-rise.onelink.me/r1ch/124d5caf
https://nba.rakuten.co.jp/special/nbajapangames2022.html
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■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. 

 

 

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. 

 

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

