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EX STAGE 07","ハイテク猿神

話者 台詞 / ト書き
■ライブハウス

セイテンタイセイ さあ、お師匠様！
ボクと一緒に天竺を目指そうよ！

ナレーション 拡張を続けるプラナ・カハーニーの
世界は……ついにスクリーンへ！

ナレーション 日米印の超豪華スタッフが集結！
劇場版アニメーション制作決定！

イオン おー。見てください、ユーザーさん。
プラナ・カハーニーが
映画になるみたいですよ。

キョータロー メディアミックスってヤツだな。
シャティル社も、いよいよ
本腰入れてきた感じするな。

イオン さっき登場したキャラクターが
映画の主人公……
ということでしょうか？

キョータロー セイテンタイセイってーと、孫悟空
か。
……プラナ・カハーニーの世界で
西遊記ってのは、面白そうだな。

イオン 西遊記……孫悟空……。
Wiz-dom検索……。
ふむふむ。

イオン おー。これは凄いヒット数です。
この物語もまた、古くからみんなに
愛されているんですね、ユーザーさ
ん。

キョータロー それこそ、リメイクやアレンジも
山ほどされてるしな……映画の主役
には
もってこいなんじゃねーの？ナレーション ――劇場アニメ制作決定を記念して
全国主要都市にてプロモーション
イベントの開催も決定！

ナレーション 来場者には、映画公開を記念した
スペシャルプレゼントをゲットできる
チャンスもあるぞ！

セイテンタイセイ 全国の会場で、お師匠様達に
会えるのを楽しみにしてるよ！
みんな、来てねー！

キョータロー プロモーションイベントか……
東京は、渋谷会場もあるな。
……ってことは？

イオン はい。またユーザーさんに、
オルタナステージの依頼が
あるということです。

イオン 今までに何度もリメイクされるような
『ヒーロー』との対戦……。
楽しみですね、ユーザーさん！
■イベント会場

マチス さあ、今こそ顕現せよ！
セイテンタイセイ！
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キョータロー ……マチスが三蔵法師役なのか？
日本のフィクションだと、三蔵法師は
女の子ってのが定番だけどな。

イオン 公式サイトより情報を取得しました。
ユーザーさん、今回映画に登場する
セイテンタイセイは――

イオン 彼の能力である多様な妖術を
すべて超科学によるスーパーウェポ
ンに

イオン 主兵装のＤＲＡＧＯＮ　ＷＥＤＧＥから
放つ必殺技『如意棒』は、妖魔の要
塞を

キョータロー 無限に伸びる如意棒を、長射程の
レーザーってことにしたのかよ。
設定盛りやがったなあ。

キョータロー 当然、映画と同じ性能に
してあるはずだよな……。
気を抜くと一瞬でやられるぞ！

ミヤコ それではこれより、弊社契約の
プレイヤー二名による
スペシャルステージを開催します。

ミヤコ ステージ終了後、お手持ちの
デバイスにチケットコードを
ご入力ください。

ミヤコ コードをご入力いただいたお客様に
は、
後ほどスペシャルプレゼントをゲット

ミヤコ それでは、どうぞ最後まで、
ごゆっくりお楽しみください！

キョータロー ……いいなぁ。
俺もそっちのイベントは、
ちょっと参加したかったかも。

キョータロー ……じゃなくて！　観客もいつも以上
に
盛り上がってるからな、しっかりやれ
よ
【プレイヤー名】。

イオン サポート体制は万全です、
存分に戦ってください、ユーザーさ
ん！
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話者 台詞 / ト書き
マチス たとえ映画のプロモーションでも

手加減は無用だ。
――本気でかかってきてくれ。

セイテンタイセイ どこから料理しようかな。
ＫＮＴＵ－１０８０００、解析を。

イオン その心配は無用です、マチス。
ユーザーさんのステージは、
常に全力全開です！

マチス ……そうだったな。
では……行くぞ！
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話者 台詞 / ト書き
■イベント会場

セイテンタイセイ 負けた……？
ボクが……そ、そんな……。

キョータロー ふぅ、勝ったか。
やったな、【ユーザー名】！

キョータロー ……けど、いくら手加減抜きったって、
本当に良かったのか？
映画の主役、倒しちまって。

マチス その辺にぬかりはないさ。
俺にとっちゃ不本意な展開ではあるが
……プランＢがある。

マチス さて、ここからは主役をバトンタッチだ。
お前達も、ステージ端へ
下がったほうがいい。

キョータロー なんだ、なんだ？
いきなりステージが暗く……。
あ、おいマチス。待てよ！

？？？ セイテンタイセイ……。
これでわかったでしょう？
あなたの未熟さ、傲慢さが……。

？？？ あなたには、罰が必要です。
これよりあなたを、五行山の根元に
封印します！

セイテンタイセイ お、お前……誰だ？
ボクをどうする……
う、うわあああ！！

イオン この声は……アデリア？

アデリア みなさーん！
こんにちはー！

アデリア ……というわけで、ワタシ、
今度この映画で声優デビューを
することになりましたー！

アデリア 今聞いてもらったとおり、
セイテンタイセイを懲らしめる、
お釈迦様の役を演じます。

キョータロー なるほど……そういうことか。
ステージの結果がどっちに転んでも
問題ないようになってたわけね。

キョータロー それにしても、アメリカ人のアデリアが、
日本で、お釈迦様の声優になるって…
…
なんか、えらいことになってねーか？アデリア ……さて、みなさん。そんなわけで
セイテンタイセイはお釈迦様によって
封印されてしまいましたが――

アデリア 実は！　みなさんの力でこの封印を
破ることができるんですよ！

アデリア なんと、このイベントの様子を、
ＳＮＳでシェアすると……シェア数に
応じて封印が弱まっていくのです！
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アデリア さらにシェア数が１万回を超える度、
もらえるプレゼントの数が増えた上、
グレードアップしちゃうんです！

アデリア さあ、みなさんの力でセイテンタイセイ
の
封印を破り、豪華プレゼントを
いっぱいゲットしちゃいましょー！

イオン ……どうやら今日のお仕事は
終了のようです。が、まだやることは
残っていますよ、ユーザーさん。

イオン せっかくですから、わたし達も
イベントの様子をシェアして、
プレゼントをゲットしましょう！

キョータロー 賛成、賛成！　……それじゃ早速、
『イベント、サイコーに盛り上がって
る！』
■シャティル社 －特別戦略室－

ミヤコ ……以上が、今週分の報告となります。

イムラン 映画制作の反響は、いいみたいだね。
思い切った手を打った甲斐があったよ。

ミヤコ 実際に動いたのは、私だというのを
お忘れなく。……まったく、なんでも
すぐに思いつきで始めて……。

イムラン でも見てよ。これまで頭打ちだった
ＳＮＳでの情報拡散が、桁違いに
なってきてるよ？

イムラン wiz-domにおける
プラナ・カハーニーの情報占有率も
どんどん上がってる。

イムラン ……目標値の達成はもはや既定路線。
これからは、どれだけ目標値を超えて
情報を蓄積できるかだね！

ミヤコ そうやって、あんまり浮かれていると
見たがっていた大事な瞬間とやらを
見逃してしまうかもしれませんよ？

イムラン おおっと！　そうだった！
せっかく色々際どいこともやって
準備を整えたんだ。

イムラン 空いてる時間は、できる限り
wiz-domの観測に当てないと
もったいないよね。
■？？？

？？？ おはなしが……ひろがっていく……。
せかいが……ひつようになる……。

？？？ もうすぐ……うまれる……。
わたしが……うまれる……。


