
             

 

PRESS RELEASE 

報道関係 各位 

 

2022年4月28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、豪華ログインボーナスや

好きな選手が選べるEPICチケット配布など、ゴールデンウィークキャンペーンの実施をお知らせいたします。 

 

■ゴールデンウィークキャンペーン開催決定！ 

 

 

  

【NBA RISE TO STARDOM】 

選べる高レアカードや豪華なログインボーナス！ 

ゴールデンウィークはGo To Riseでキマリ 
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①3つの人気オファーが再登場！ 

4月29日より、ゴールデンウィーク特別キャンペーンとして、「NEW YEAR DREAM BOX 2022」「Big Man‘s Leg

acy BOX」「THE DUEL BOX – NEXT MJ -」の3つの人気オファーが再登場します。スター選手獲得の再チャンス

をお見逃しなく！ 

 

＜各種オファーの開催日時＞ 

・NEW YEAR DREAM BOX 2022：2022/4/29(金) 17:00～2022/5/8(日)16:59予定 

・Big Man‘s Legacy BOX：2022/5/4(水) 17:00～2022/5/8(日)16:59予定 

・THE DUEL BOX – NEXT MJ -：2022/5/6(金) 17:00～2022/5/8(日)16:59予定 

 

②豪華なログインボーナスを開催！ 

ゴールデンウィークキャンペーンで再登場するオファーに使用可能なオファーチケットや、マネー、ゴールドが獲得できま

す。ログインすればするほど、ボーナスは豪華になりますよ！ぜひ毎日ログインしてくださいね。 

 

開催期間：2022/4/29(金)17:00～2022/5/8(日)16:59予定 

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

 

■チュートリアルクリアで好きなEPIC選手を獲得！ 

チュートリアル終了まで遊んでいただいたお客様に、もれなく30名のEPIC選手の中からお好きな1枚を選んで獲得で

きるチケットを配布いたします。NBAライズを始めるなら今がオススメ！ 

 

＜EPIC選手の受取方法＞ 

１） チュートリアル完了済みの状態で「プレゼント」から専用チケットをお受け取りください。 

※「トランク」などには入りません。 

２） 「ホーム」から「ニュース」へ進み、チケットを所持していれば「お知らせ」上部に専用ページへのリンク画像が表

示されます。 

３） 移動先のページにて一覧の中から好きなEPIC選手を選択すると「プレゼント」へ付与されます。 

４） 「プレゼント」から選択した選手をお受け取りください。 

 

もちろん既にチュートリアルを完了しているお客様も対象となりますので、まだ受け取っていない方は、まずゲーム内の

「プレゼント」をチェック！  

 

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

 

https://nbarisetostardom.com/rlspaw/
https://nbarisetostardom.com/elkaxc/
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■高難度ステージを君はクリアできるか！？期間限定イベント「NBA Japan Games 2019」開催中！ 

 

 

「NBA Japan Games 2022 Presented by Rakuten」の開催決定を記念した、現在開催中のVSイベント「N

BA Japan Games 2019」に新高難度ステージが登場！対戦相手（トロント・ラプターズとヒューストン・ロケッツ）

の傾向や相手チームの選手を分析し、チーム編成を熟考して挑戦してみてくださいね。 

 

開催期間：2022/4/28(木)17:00～2022/5/12(木)16:59予定 

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

 

■月初めの期間限定オファー「THE DUEL BOX -1995 FINALS-」開催！ 

歴史に残る名勝負が繰り広げられた1995 NBA FINALS。2連覇を目指すヒューストン・ロケッツ vs 破竹の勢いで

勝ち進むオーランド・マジックの熱きシーンがNBAライズで甦ります！ NBA最高峰のセンターと、NBA界に突如現れた

規格外の怪物、2名のLEGEND選手が登場予定です。期間限定のこの機会をお見逃しなく。 

 

開催期間：2022/5/1(日) 17:00～2022/5/8(日)16:59予定 

 

 

■スキルトレーニング 経験値増加キャンペーンスタート！ 

開催期間中、スキルトレーニングで獲得できる経験値が1.5倍に増加します。スキルトレーニングを頑張るなら今がチ

ャンス！  

 

https://nbarisetostardom.com/kdsaom/
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開催期間：2022/4/28(木) メンテナンス終了後～2022/5/12(木)16:59予定 

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

 

 

■NPCトレードに新たなLEGEND選手登場！ 

「トレード」内の「NPC出品リスト」にあの殿堂入り選手が登場。インディアナ・ペイサーズ時代にはシックスマン賞を2連

続で受賞し、ドイツ生まれで初めてNBAファイナルに出場したレジェンドをぜひチームに迎え入れましょう！ 

 

登場日時：2022/5/8(日)17:00～予定 

 

 

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.r

akuten.co.jp/special/nbajapangames2022.html）をご覧ください。 

 

 

▼『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 

 

https://nbarisetostardom.com/stskav/
https://nba.rakuten.co.jp/special/nbajapangames2022.html
https://nba.rakuten.co.jp/special/nbajapangames2022.html
https://nba-rise.onelink.me/r1ch/124d5caf
https://www.youtube.com/watch?v=Sjyvsusuaf4
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【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 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_5mC16pg1glHWGjSg 

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 identifications reproduce

d on this product are trademarks and copyrighted designs, and/or ot

her forms of intellectual property, that are the exclusive property of 

NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams and ma

y 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 an

d copyrighted designs, and/or other forms of intellectual property, that 

are the exclusive property of the National Basketball Players Associatio

n. and may not be used without the prior written consent of National B

asketball Players, Inc. © 2022 the National Basketball Players Associati

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

