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【NBA RISE TO STARDOM】
NBAライズでNBA 歴代ファイナルを追体験しよう！
期間限定イベント「PLAYBACK 1989,90 NBA FINALS」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、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「PLAYBACK 1989,90 NBA FINALS」を開催いたします。

先日、ついに幕を下ろしたNBA 2021－22シーズン。
今シーズンも熱き戦いが繰り広げられ、我々ファンを熱狂させてくれました。
その興奮を、歴代ファイナルと共にNBAライズで追体験してみませんか？

①NBA FINAL PLAYBACK月間特別オファー「2022 NBA CHAMPIONS OFFER -Golden State
Warriors-」開催決定！
2021-22シーズン、NBA チャンピオンに輝いたゴールデンステイト・ウォリアーズ！
激戦を戦い抜いた選手たちが、記念デザインの「2022 NBA CHAMPIONSカード」となって登場予定！
オファーが登場するまで、ログインボーナスやイベントでチケットを集めておきましょう！ お見逃しなく！！

開催期間：2022/7/14(木)メンテナンス終了後～2022/8/11(木)13:59予定

②特別ログインボーナスを開催！
特別オファー「2022 NBA CHAMPIONS OFFER -Golden State Warriors-」のチケットやゴールド、マネーが
手に入るログインボーナスです。毎日ログインして、すべての報酬を手に入れよう！

開催期間：2022/7/7(木)メンテナンス終了後～2022/8/4(木)13:59予定
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/fkdols/
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■期間限定イベント「PLAYBACK 1989,90 NBA FINALS」開催！

1989年、1990年 2連覇したピストンズ黄金期の軌跡を辿れ！
勝つためなら手段を選ばない史上最凶のヒール軍団"バッドボーイズ"見参！

本日からスタートするチャレンジイベントでは、1989-90シーズンのポートランド・トレイルブレイザーズと、1988-89シ
ーズンのロサンゼルス・レイカーズの2つのイベント特別チームが登場！ 期間中にスコアランキングに登場するこの2つの
特別チームと対戦してイベントポイントを獲得しましょう。ポイントを集めると、2022 NBA CHAMPIONチケットなど豪
華報酬がゲットできますよ。

＜イベント特別チーム＞
・1989-90 ブレイザーズ

※TP220以上で登場

・1988-89 レイカーズ

※TP280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。ポイント獲得率がアップする“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！

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も開催します。
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！
※本イベントは再度開催される場合がございます

開催期間：2022/7/7(木)メンテナンス終了後～2022/7/21(木)13:59
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/kdjasa/
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・イベント限定オファー「EVENT BOX-BAD BOYS-」追加！
1989年、1990年に活躍したデトロイト・ピストンズのLEGEND選手たちが登場！ また、3BOX購入いただくと、特
典としてLEGENDの選手カードが1枚獲得できます。
ピックアップ選手は、イベント「PLAYBACK 1989,90 NBA FINALS」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：2022/7/7(木)メンテナンス終了後～2022/7/21(木)13:59
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/eaplms/

■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.7』追加！
本日より、オファーに「SEASON BOX 2020-21 Vol.7」を追加しました。
このオファーでは2020-21シーズンに活躍した[ブルズ] [ペリカンズ] [ジャズ]の選手が獲得できます。

開催期間：2022/7/7(木) メンテナンス終了後～2022/9/30(金) 13:59
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/vmcnuh/

■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。デトロイト・ピストンズ、史上最凶のヒール軍団"バッド
ボーイズ"のケンカ番長とも言われた強力なセンターを、ぜひチームに迎え入れましょう！

開催期間：2022/7/7(木)メンテナンス終了後～
詳細はこちら：https://nbarisetostardom.com/jifung/

▼『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
史上2人目の日本人NBAプレーヤー 渡邊雄太選手をアンバサダーに迎え、日本で開発、運営をおこなう唯一のNB
A公式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
手はもちろん、大活躍中の渡邊雄太や八村塁、さらにケビン・ガーネットやティム・ダンカンなど歴代のレジェンド選手ま
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で、新旧のNBA選手が450名以上実名で登場します。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そ
う！
■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 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.
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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/

