報道関係各位
2022 年 6 月 22 日(水)
株式会社ブシロード
★PRESS RELEASE★

新日 SS はランキングイベント「俺の最強レスラーランキング Vol.2」の参加受付と
イベント連動ピックアップの各種ステップアップスカウトを開始！

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：橋本義賢）は、株式会社ドリコム（本
社：東京都品川区、代表取締役社長：内藤 裕紀）と共同開発しているスマートフォンゲームアプリ
『新日本プロレス STRONG SPIRITS』(以下、新日 SS)にて、ランキングイベント「俺の最強レス
ラーランキング Vol.2」の参加受付とイベント専用の各種ピックアップスカウトを 2022 年 6 月 22
日(水)9:00 からのメンテナンス終了時から開始した事をお知らせいたします。ぜひ貴社媒体にてお
取り扱い頂きますよう何卒よろしくお願い申し上げます。

------------------------------------------------------------------------------------------------ランキングイベント「俺の最強レスラーランキング Vol.2」の参加受付を開始！
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ランキングイベント「俺の最強レスラーランキング」が参戦選手一新にて Vol.2 として、6 月 29 日
(水)12:00 より開催決定。選手サイン付き豪華賞品(リアル報酬)獲得を目指して、俺の最強レスラー
として育成する選手は、鷹木選手・矢野選手・永田選手・ザック選手・オーカーン選手の 5 選手とな
っております。イベントに先駆けて本日 9 時からのメンテナンス終了時より、参加先行受付を開始し
ておりますので、ぜひ以下の新日 SS より参加しよう。
＞＞アプリ内お知らせから、イベントに参加しよう＜＜
iOS

：https://apps.apple.com/app/id1583879618

Android™: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.njpwss
※イベント参加には、新日 SS 公式 Twitter(@njpwss)をフォローしている Twitter アカウントのご
共有が必要となります

【開催期間】
2022 年 6 月 29 日(水) 12:00～2022 年 7 月 3 日(日) 23:59
※6 月 22 日(水)メンテナンス後から 6 月 29 日(水)11:59 の間は、イベント参加先行受付期間とな
ります
※イベントへの参加は、7 月 3 日(日)23:59 まで可能となります

【イベント詳細】
今回イベント参戦した選手(鷹木選手・矢野選手・永田選手・ザック選手・オーカーン選手)の中から
1 選手を選んでランキングに参加をし、イベント期間中に対象選手を育成完了させた所属選手の総合
力で、対象選手毎のランキングを競うイベントとなります。さらに各選手ランキングで 1 位～3 位に
なったユーザー様の所属選手を、後日に「ヒストリーバトル」としてアプリ内で実装され全ユーザー
で挑戦した勝率に応じて、最終の順位を決定いたします。
※ランキングの集計結果表示は、イベント期間中の以下タイミングとなります

▼ランキング集計結果表示タイミング
6 月 29 日(水) 21:00

6 月 30 日(木) 12:00,21:00
7 月 1 日(金) 12:00,21:00
7 月 2 日(土) 12:00,21:00
7 月 3 日(日) 12:00,21:00

本イベントでの対象選手育成回数に制限はなく、イベント期間中に育成完了させた所属選手の中から
最も総合力の高い所属選手がランキング集計の対象となります。参加対象選手と同様にランキングも
対象選手ごとなります。対象選手毎での参加となるため、イベント期間中に別の選手に切り替えする
ことはできませんので予めご注意ください。

【イベント対象選手】
①鷹木信悟部門
★3 選手「[THE DRAGON]鷹木 信悟」
★3 選手「[我道驀進]鷹木 信悟」
②矢野 通部門
★2 選手「[敏腕プロデューサー]矢野 通」
③永田裕志部門
★1 選手「[ブルージャスティス]永田 裕志」
④ザック・セイバーJr.部門
★2 選手「[英国の若き匠]ザック・セイバーJr.」
フェス限定★3 選手「[He is Z・S・J！]ザック・セイバーJr.」
⑤グレート-O-カーン部門
★3 選手「[Dominator]グレート-O-カーン」
※「[THE DRAGON]鷹木 信悟」と「[我道驀進]鷹木 信悟」は、同一選手扱いとし、同じランキング
対象となります
※「[英国の若き匠]ザック・セイバーJr.」と「[He is Z・S・J！]ザック・セイバーJr.」は、同一選
手扱いとし、同じランキング対象となります
※上記のイベント対象選手は★レベルアップ後も対象となります

【イベント報酬】
▼ランキング報酬
1位
対象選手直筆サイン入り SSR パートナーリアル金カード(表彰額付き)
SSR 確定パートナースカウトチケット×1
ゲーム内限定壁紙×1

ゲーム内称号×1
2位
対象選手直筆サイン入り SSR パートナーリアル銀カード(表彰額付き)
SSR 確定パートナースカウトチケット×1
ゲーム内限定壁紙×1
ゲーム内称号×1
3位
対象選手直筆サイン入り SSR パートナーリアル銅カード(表彰額付き)
SSR 確定パートナースカウトチケット×1
ゲーム内限定壁紙×1
ゲーム内称号×1
4～20 位
対象選手の直筆サイン入り SSR パートナーカードリアル BIG カード(A4)
SSR 確定パートナースカウトチケット×1
ゲーム内限定壁紙×1
ゲーム内称号×1
21～50 位
SSR 確定パートナースカウトチケット×1
ゲーム内限定壁紙×1
ゲーム内称号×1
※各報酬内記載の対象選手は、本イベントで参加時に選択した選手となります。

▼特別賞
対象選手直筆サイン&メッセージ入り B3 クリアポスター(抽選で各 1 名)
※B3 クリアポスターの背景デザインは、各対象選手のホーム画面用選手壁紙をモチーフとしたも
のとなります

▼チャンス賞
新日 SS 公式バスタオル(抽選で 20 名)
※事前登録報酬での賞品と同様のものとなります

▼参加賞
ダイヤ×1,500
※エントリー(イベント参加)の上イベント期間中に、対象選手のいずれかを総合評価 A 以上で育成
完了したユーザーが対象となります

※参加賞は本イベント中に、上記条件を満たしたユーザー1 人に付き 1 回のみとなります

【注意事項】
※イベント報酬のアプリ内報酬「SSR 確定パートナースカウトチケット×1・ゲーム内限定壁紙・ゲ
ーム内称号×1・ダイヤ×1,500」の報酬配布はイベント終了後を予定しております
※イベント報酬のアプリ内報酬以外のリアル賞品の発送時期は 2022 年 9 月末毎頃を予定しておりま
す
※イベント報酬で対象選手と指定の報酬は、対象選手毎のランキング参加者が対象となります
※イベント参加は、イベント参加ページからご参加登録いただいた方が対象となります
※ランキング対象となる育成完了した所属選手は、イベント期間中に育成が完了した所属選手が対象
です。育成完了時にイベント期間が終了していた場合は対象外となります
※ランキングイベント期間は 6 月 29 日(水)12:00～7 月 3 日(日)23:59 となりますので予めご了承
ください
※ランキング順位は、イベント期間中に公式サイト内 NEWS にて決められた日時でお知らせとなり
ます
※ランキングイベント参加には新日 SS 公式 Twitter アカウント(@njpwss)のフォローが必要です
※ランキングイベント終了後に、新日 SS 公式 Twitter アカウント(@njpwss)からの DM でご連絡が
できない場合賞品を贈ることが出来ないため予めご了承ください
※賞品を贈る際には新日 SS 公式 Twitter アカウント(@njpwss)から DM にて、賞品発送専用入力フ
ォームで賞品発送情報のご入力が必要となります
※賞品配送情報のご入力が確認できない場合は、賞品の発送ができませんので予めご了承ください
※賞品発送専用入力フォームを他者に共有した場合、入賞取り消しとなりますので予めご了承くださ
い
※本ランキングイベントはお 1 人様 1 アカウントでの参加が有効となります
※複数のアカウントでご参加された場合は、副アカウント側での入賞は無効となります
※賞品発送専用入力フォームのご連絡と賞品発送時期は 2022 年 9 月中を予定しております
※賞品発送専用入力フォームのご連絡と賞品発送スケジュールは予告なく変更となる場合がございま
す

【イベント特別ランキングとランキング報酬】
本イベントでは参加した全ての選手で特別枠ランキングを以下の通り実施いたします。

▼累計育成回数ランキング
参加したブロックの対象選手で育成を完了した回数を競うランキングです。
(報酬：10 位以内入賞者に「限定の壁紙×1」と「ランキング順位に応じた称号×1」)

▼筋肉こそパワー選手権
参加したブロックの対象選手で ATK を 800 にして、育成完了した回数を競うランキングです
(報酬：10 位以内入賞者に「限定の壁紙×1」と「ランキング順位に応じた称号×1」)

▼鋼の肉体こそ至高の守り選手権
参加したブロックの対象選手で DED を 800 にして、育成完了した回数を競うランキングです
(報酬：10 位以内入賞者に「限定の壁紙×1」と「ランキング順位に応じた称号×1」)

▼フィジカルエリート選手権
参加したブロックの対象選手で PHY を 800 にして、育成完了した回数を競うランキングです
(報酬：10 位以内入賞者に「限定の壁紙×1」と「ランキング順位に応じた称号×1」)

▼泣く子も黙る根性選手権
参加したブロックの対象選手で GUTS を 800 にして、育成完了した回数を競うランキングです
(報酬：10 位以内入賞者に「限定の壁紙×1」と「ランキング順位に応じた称号×1」)

▼テクニックマスター選手権
参加したブロックの対象選手で TEC を 800 にして、育成完了した回数を競うランキングです
(報酬：10 位以内入賞者に「限定の壁紙×1」と「ランキング順位に応じた称号×1」)

▼超速選手権
参加したブロックの対象選手で SPD を 800 にして、育成完了した回数を競うランキングです
(報酬：10 位以内入賞者に「限定の壁紙×1」と「ランキング順位に応じた称号×1」)

【注意事項】
※今回の特別ランキングは選手毎ではなく、ランキング対象全ての選手を集計してランキングに表示
されます
※イベント特別ランキングは参加した対象選手に関わらず、全対象選手でランク A 以上の所属選手
でのランキングとなりますので、予めご注意ください
※イベント特別ランキングのランキング集計結果表示は、通常と同じタイミングで公式サイト内
NEWS にて公開となります
※イベント特別ランキング報酬の配布はイベント終了後を予定しております

------------------------------------------------------------------------------------------------イベント連動ピックアップの各種ステップアップスカウトが同時開催！
------------------------------------------------------------------------------------------------ランキングイベント開催を記念して、イベント対象選手がピックアップした各種ステップアップスカ
ウトをそれぞれ同時開催。対象選手を狙い撃ちできるスカウトを利用して選手の★レベルやパートナ
ーを限界突破させて、自分だけの最強レスラーに鍛え上げよう。

■イベント連動ピックアップのステップアップ選手スカウト開催！

ランキングイベント開催を記念して、イベント対象選手がピックアップとなった選手スカウトがステ
ップアップ版で同時開催中。本スカウトでは 10 連スカウトを特定回数行うことで、対象スカウトの
ラインナップに含まれる★3 選手のどれかが確定で 1 人スカウト可能となっているステップアップ仕
様となります。さらに★3 選手「[THE DRAGON]鷹木 信悟」または「[Dominator]グレート-O-カ
ーン」がステップ 20 回目で 1 人スカウトできます。さらにピックアップ対象選手はステップアップ
回数に関わらず、スカウト確率が通常の 3 倍かつ★3 選手は獲得時のピース量が増量となっておりま
す。

【開催期間】
2022 年 6 月 22 日(水)メンテナンス終了時～2022 年 7 月 3 日(日) 23:59

【ピックアップ対象選手】
★3 選手「[Dominator]グレート-O-カーン」
★3 選手「[THE DRAGON]鷹木 信悟」
★2 選手「 [英国の若き匠]ザック・セイバーJr.」
★2 選手「 [敏腕プロデューサー]矢野通」

★1 選手「 [ブルージャスティス]永田裕志」

【ステップアップ 10 連スカウトでの回数確定内容】
6 回目：★3 選手 1 人確定
12 回目：★3 選手 1 人確定
18 回目：★3 選手 1 人確定
20 回目：★3 選手「[THE DRAGON]鷹木 信悟」または★3 選手
「[Dominator]グレート-O-カーン」が 1 人確定

【ピックアップ対象★3 選手の獲得ピース数】
初回獲得時：ピース 40 個(通常 0 個)
２回目以降：ピース 100 個(通常 60 個)
※ピックアップ対象の★3 選手が対象となり★2 選手並びに★1 選手は通常ピース数となります

【注意事項】
※本スカウトからは「期間限定選手」「フェス限定選手」「レジェンド限定選手」はラインネップに
含まれていません
※本選手スカウト開催中、上記ピックアップ対象選手の同レアリティ内提供割合がアップします
※本選手スカウトのピックアップ対象選手のスカウト確率アップは、本選手スカウト限定となり、そ
の他の選手スカウトは対象外となります
※ピックアップ対象★3 選手を新規獲得、及び 2 回目以降の獲得した際のピックアップ選手のピース
数増量は本スカウトのみとなります
※本スカウトからは重複する選手が出現する可能性があります
※既に獲得済みの選手が出現した場合、選手のピースとなって排出されます
（獲得できるピースの通常獲得数 ★3：60 個 ★2：15 個 ★1：5 個）
※本スカウトに登場する選手の保有するバトルスキル、魂、ステータス、画像、動画などのコンテン
ツは変更される場合があります
※スカウトの開催期間は予告なく変更する場合があります
※詳細は本スカウト配信開始後にアプリ内のお知らせにて詳細をご確認ください

■イベント連動ピックアップのステップアップパートナースカウト開催！

ランキングイベント開催を記念して、イベント対象選手のパートナーがピックアップとなったパート
ナースカウトがステップアップ版で同時開催。本スカウトでは 10 連スカウトを特定回数行うこと
で、対象スカウトのラインナップに含まれる SSR パートナーのどれかが確定で 1 人スカウト可能と
なっているステップアップ仕様となります。さらにピックアップ対象の SSR パートナーのどれか 1
人がステップ 20 回目でスカウトできます。さらにピックアップ対象パートナーはステップアップ回
数に関わらず、スカウト確率が通常の 3 倍となっております。

【開催期間】
2022 年 6 月 22 日(水)メンテナンス終了時～2022 年 7 月 3 日(日) 23:59

【ピックアップ対象パートナー】
[Dominator]グレート-O-カーン
[THE DRAGON]鷹木信悟
[英国の若き匠]ザック・セイバーJr.
[敏腕プロデューサー]矢野通
[ブルージャスティス]永田裕志
※上記対象パートナーの全レアリティ(SSR・SR・R)がピックアップ対象となります

【ステップアップ 10 連スカウトでの回数確定内容】
6 回目：SSR パートナー1 人確定
12 回目：SSR パートナー1 人確定
18 回目：SSR パートナー1 人確定
20 回目：ピックアップ対象パートバーの SSR から 1 人確定

【注意事項】
※本スカウトからは「期間限定パートナー」「フェス限定パートナー」「レジェンド限定パートナー
」はラインネップに含まれていません
※本パートナースカウト開催中、上記ピックアップ対象パートナーの同レアリティ内提供割合がアッ
プします
※本パートナースカウトのピックアップ対象パートナーのスカウト確率アップは、本パートナースカ
ウト限定となり、その他のパートナースカウトは対象外となります
※既に獲得済みのパートナーが出現した場合、パートナーの限界突破 Lv がアップします
※既に限界突破 Lv5 のパートナーが出現した場合、パートナーはダンベル pt に変換されます
（獲得できるダンベル pt の個数 SSR：100pt SR：10pt R：3pt）
※本スカウトに登場するパートナーの保有する道場ボーナス、スキル、画像などのコンテンツは変更
される場合があります
※スカウトの開催期間は予告なく変更する場合があります
※詳細は本スカウト配信開始後にアプリ内のお知らせにて詳細をご確認ください

------------------------------------------------------------------------------------------------ランキングイベント開催記念として、本イベント限定スカウトチケットや合計 1,500 ダイヤが獲得
できる「俺の最強レスラーランキングイベント vol.2 ログインボーナス」が同時開催中！
-------------------------------------------------------------------------------------------------

ランキングイベント「俺の最強レスラーランキング Vol.2」開催を記念して、イベント限定スカウト
チケットや合計 1,500 ダイヤが獲得できるログインボーナスが期間限定で開催中。ぜひイベント期
間中にログインしてお得にダイヤを獲得しよう。

【開催期間】

2022 年 6 月 23 日(木) 4:00～2022 年 7 月 6 日(水) 3:59

【報酬内容】
1 日目：俺最 vol.2 スカウトチケット×1
2 日目：ダイヤ×500
3 日目：スタミナドリンク（小）×3
4 日目：俺最 vol.2 スカウトチケット×1
5 日目：ダイヤ×500
6 日目：スタミナドリンク（小）×3
7 日目：ダイヤ×500

【注意事項】
※本ログインボーナスの報酬は 1 日 1 回までの獲得となります
※ログイン当日に報酬を獲得すると、次回の報酬獲得できるログイン開始時間は翌日 4:00 からとな
ります
※開催期間中にログインできなかった場合は、報酬獲得ができません
※開催期間およびキャンペーン内容は予告なく変更する場合がございます

▼新日本プロレス STRONG SPIRITS とは
数多の歴史と様々な熱狂的ファンの支持を得る新日本プロレス。そんな全ての「新日本プロレスファ
ン」に株式会社ブシロードと株式会社ドリコムのタッグで送る、究極のプロレスラー育成ゲーム。

▼新日本プロレスとは
今年 50 周年を迎えた、日本に現存する最古のプロレス団体。2012 年よりブシロードグループに所
属。歴史と伝統に裏付けられたブランド力と、魅力的な選手たちによる、確かなコンテンツ力で、国
内外のプロレスファンを魅了している。

▼アプリのダウンロードはこちら
iOS ：https://apps.apple.com/app/id1583879618
Android™: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bushiroad.njpwss

▼公式 SNS
公式 Twitter(日本語版)

：https://twitter.com/njpwss

公式 Twitter(海外版)

：https://twitter.com/njpwss_global

公式 LINE アカウント(日本語版)

：https://lin.ee/8xGK5aN

公式 Facebook(海外版)

：

https://www.facebook.com/newjapanprowrestling.strongspirits

▼公式サイト
日本語版：https://njpwss.com/
海外版

：https://en.njpwss.com/

■著作権表記：©New Japan Pro-Wrestling Co.,Ltd. ©bushiroad All Rights Reserved.
©Drecom Co., Ltd.
※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。

