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EX STAGE 11","照り焦がす太陽
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台詞 / ト書き
■イベント会場
【ユーザー名】！
【ユーザー名】！
聞こえるか、この大歓声！
観客のボルテージも
最高潮って感じだな。
今、確実に流れはこっちに来てる！
連戦になるけど、へばるなよ、
【ユーザー名】！
プラナ・カハーニーを締めくくる
二大ステージ、次なるプレイヤーを
ご紹介しましょう。
皆様、盛大なご声援で
お迎えください。
そのプレイヤーの名は……！
マーチース！
マーチース！
むー……悔しいですが、
こちらの声援もユーザーさんに
負けず劣らずですね。
会場全体が震えてやがる。
俺もなんだか
武者震いしてきたぞ。
待たせたな、
【ユーザー名】。
今日こそは、本当に一切の
制限無しだ。
全力でやらせてもらう。
これほどの大歓声を浴びながら
ステージに立つのは初めてだ。
正直……気持ちいいもんだな。
さて……それじゃあそろそろ
お目見えといこう。
俺が預かっているのは、『太陽』。
世界をあまねく照らし、包み込む者。
誰もが常に仰ぎ見る不変の存在。
『輝ける叡智』の象徴。
――降臨せよ！
サンフレア！
輝く陽光が、貴方の道を
照らしましょう。すべての争いは、
我が叡智の下に治まる定め……。
――ワアアアアア！！
あいつ……ＡＣＴを呼び出しただけで
こっちに来てた流れを
一気に引き戻しやがった。
これは……！
気をつけてください、ユーザーさん。
あのＡＣＴは、非常に強力です。
そうなのか、イオン？
様々な神話の中で
太陽ほど広く神格化され、
畏怖された存在はありません。
wiz-domにも、太陽に由来する
キャラクターは、膨大な数が
記録されています。
もし、太陽そのものを名乗る
あのＡＣＴが、それらすべての個性を
一身に集約していたとしたら――
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これまでにユーザーさんが
戦ってきたＡＣＴの中でも、間違いなく
最強の部類に入るはずです。
可愛い顔した女の子にしか
見えねーけど……それほどかよ。
何だか超強敵みてーだけど、
大丈夫か？
【ユーザー名】。
//選択肢
A もちろん！
B 望むところ！
もちろん！
即答かよ。
ま、心配無用って言うなら
お手並み拝見させてもらうわ
望むところ！
ふふ、さすがです。
やっぱり英雄は
そのように強気でなくては。
天空に君臨する太陽すらも
ねじ伏せて、我が物にし――
英雄の助けとする。
それこそが、レイヤードの英雄である
ユーザーさんの、あるべき姿です。
さあ、行きましょうユーザーさん。
ユーザーさん自身がレイヤードを
照らす、太陽になってください！
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台詞 / ト書き
英雄……か。
確かにあんたは凄いよ。
何度も戦って、痛感してる。
これまでは、負けても仕事だと
割り切ってきたけど……そんな俺にも
やっぱり、意地ってもんはあるんだ。
あんたを越えたい……。
あんたに勝てれば、俺の中で
何かが変わる気がする。
あんたは常に光の当たる道を
歩いてきたかもしれないが……
今日は違う。
今は……光は俺の手の中にある。
この光で……俺が俺の道を照らす！
俺自身が英雄になるために！
ご安心なさい、我がユーザー。
私の叡智を手にした時点で
既に勝利は確定しています。
あとは合理的に、着実に、
勝利への過程を積み重ねていくのみ。
さあ、参りましょうか。
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台詞 / ト書き
■イベント会場
……完敗、だな。
今できる全部を出し尽くして
この結果だ。
思い残すことは
何も無いよ。
思い残すことはって……
お前、もしかして
これで引退とか……？
素晴らしいステージを
見せてくれたふたりのプレイヤーに
皆様、大きな拍手をお願いします。
……あ。
ワアアアアア！！
なお、本プロジェクトにおける
弊社専属プレイヤーである
マチスにつきましては……
今回のステージをもって
専属契約満了となり、弊社の所属から
離れることとなりました。
……以降は、改めてプロチームと
契約し、引き続き日本での
ステージに参加する予定です。
弊社もスポンサーとして最大限の
バックアップを行って参りますので、
今後も暖かいご声援をお願いします。
……って、おい。
なんだよ、アデリアもお前も
思わせぶりなこと言いやがって。
プラナ・カハーニーの中で
やり残したことは無いってだけさ。
引退なんて、冗談じゃない。
むしろ、今日からが本当の
スタートだと思っているぐらいだ。
へへ、そっか。
じゃあ今後はどっかのステージで
俺とやり合うこともあるかもな！
ああ、その時を楽しみにしているよ。
【ユーザー名】との
再戦も！
……その時まで、元気でな。
アデリアに続き、マチスもレイヤードの
舞台に残ることを選びましたね
ユーザーさん。
数多くの強敵、ライバルが、
ユーザーさんのために実力を
磨き合う……素晴らしいことです。
【ユーザー名】の
ためってわけでもねーと思うけど……
まぁそれはいいか。
オルタナステージ全体が
盛り上がることは、俺らとしても
願ったり叶ったりだしな。
――それでは皆様、名残惜しくは
ありますが、ついに閉幕の時間と
なってしまいました。
長らくお付き合いいただき、
改めて心より感謝申し上げます。
どうもありがとうございました。
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ミヤコ

ステージ終了後も、どうぞ最後まで
イベントをお楽しみください……。
キョータロー
……終わったな。
これで俺らも晴れて
契約満了ってわけだ。
イオン
ふむ。でもミヤコの言うとおり
今日のイベントはまだまだ
続くみたいですよ？
イオン
ほら、見てください。
シャティル社の最新デバイスが
たくさん展示されています。
イオン
最新のトレンドを学習するためにも
ぜひ見学して帰りましょう、
ユーザーさん！
キョータロー
……だな。プロモーションを手伝った
報酬に、なんでも好きなデバイスを
プレゼントしてくれたりしてな！
キョータロー
よし！
【ユーザー名】。
一足先に戦利品の品定めだ！
■シャティル社 －特別戦略室－
？？？
すとーむうぃんどと、
さんふれあのおはなし……
おもしろかった。
イムラン
面白かったかぁ。
それは良かったね。
イムラン
……じゃあ、必要なデータは
すべて集積済みってことで
いいのかな？
？？？
うん、だいじょうぶ。
？？？
【ユーザー名】の
おはなしも、よめるおはなしは
ぜんぶよんだよ？
イムラン
そうか……。
それじゃあ、いよいよだね。
イムラン
あとは、キミ自身の物語を
始めるだけだ。
イムラン
キミと彼らが、どんな物語を
紡いで見せてくれるのか……
ボクも今から楽しみだよ。
イムラン
期待しているよ？
――ハンプティ・ダンプティ。
ハンプティ・ダンプティ うふふ……。
【ユーザー名】も
わたしのおはなしにいれてあげる。
ハンプティ・ダンプティ 【ユーザー名】が
わたしのしゅじんこうになったら
きっとたのしいわ……
ハンプティ・ダンプティ まっててね……。
もうすぐだから……。
ふふふふ。

