
             

 

PRESS RELEASE 

報道関係 各位 

 

2022 年 7 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公式バ

スケットボール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「2022 NBA FINALS」を開催いたします。 

 

 

 

■期間限定イベント「2022 NBA FINALS」開催 

NBA 2021－22 シーズンクライマックスでは、王座奪還を目指すゴールデンステイト・ウォリアーズと、名門に再び覇

権をもたらしたいボストン・セルティックスの頂上決戦が繰り広げられました。その興奮を、NBA ライズで追体験しません

か？ 

 

【NBA RISE TO STARDOM】 

白熱した頂上決戦を体感せよ！ 

期間限定イベント「2022 NBA FINALS」開催 
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今回のイベントでは、ウォリアーズとセルティックスの 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！ 

 

イベントポイントやイベント限定オファーのチケット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。 

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ますよ！ ぜひポイント交換所で好きなアイテムと交換しましょう。 

※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：2022/7/21(木)メンテナンス終了後～2022/8/4(木)16:59 

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

 

・イベント限定オファー「EVENTBOX-WARRIORSvsCELTICS-」登場！ 

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「2022 NBA FINALS」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、キャリア初の NBA ファイナル進出を果たしたセルティックスのスコアラーが

SECRET で 1 枚獲得できますので、この機会をお見逃しなく！  

※本オファーや新規追加選手は期間終了後も、再登場する場合があります。 

 

開催期間：2022/7/21(木)メンテナンス終了後～2022/8/11(木)16:59 

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

 

 

■月初めの特別オファー｢The Play-Makers BOX」開催！ 

チームの起点となり、試合を戦術的に組み立てる司令塔、プレイメーカーたちが登場する特別オファーを 8 月 1 日

(月)より開催いたします。NBA 歴代屈指の名ポイントガードが登場予定です。楽しみにお待ちください！ 

 

開催期間：2022/8/1(月) 17:00～2022/8/8(月)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 

https://nbarisetostardom.com/vunhuf/
https://nbarisetostardom.com/tunhga/
https://nba-rise.onelink.me/r1ch/124d5caf
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『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

NBA 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 

reproduced on this product are trademarks and copyrighted 

designs, and/or other forms of intellectual property, that are 

the exclusive property of NBA Properties, Inc. 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. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Sjyvsusuaf4
https://nbarisetostardom.com/
https://www.youtube.com/channel/UCwmzFX_5mC16pg1glHWGjSg
https://twitter.com/NBA_RISE
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The NBPA identifications reproduced on this product are 

trademarks and copyrighted designs, and/or other forms 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 National 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://gravityga.jp/

