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EX STAGE 09","Princess Witch

話者

台詞 / ト書き
■シャティル社 －特別戦略室－

マチス

……ミヤコさん、イムランは？
最近、姿を見ないんだが。

アデリア

何かあったんですか？
いつもワタシが帰ってくると、にこにこ
笑って出迎えてくれるのに……
それが……ここしばらく、室長専用の
ラボにこもりっきりで……。

ミヤコ
ミヤコ

ろくに食事も睡眠も
取っていなんじゃないでしょうか……。

イムラン

ミヤコ、プレイヤーの二人を
呼んで……ってアレ？
みんな揃ってるじゃない。
あ、出てきた。……室長、ラボに
こもりっきりって聞いたから
心配してたんですよ！
……ああ、うん。ごめんね。
そろそろプロジェクトの終了も
近いから、色々やることがあって…
プロジェクトの……終了？
プラナ・カハーニーが
もう終わるってことですか！？
プロモーションとしての効果は
もう十分だからね……。
ま、その話はそのうち改めてね。
それよりも今は……そうだな。
マチスくんのほうがいいか。
はいこれ、新しいＡＣＴ。
な、なんだ急に……。

アデリア
イムラン
アデリア
イムラン
イムラン
マチス
イムラン
イムラン
マチス
イムラン
イムラン
マチス
イムラン
イムラン

なんだって……仕事だよ。
その『13spine』を使って、
【ユーザー名】くんを――
倒してきてくれ。
……倒してこい、か。
本当にどうしたんだ急に？
今まで、そんな言い方したこと……
今までは、必須じゃなかった。
だから言わなかっただけだよ。
でも、今回は違う。
どんな形でもいい。
できる限り……勝利を追求して
もらいたい。それだけ。
…………。
心配しなくてもいいよ。
13spineは、これまでのやつとは
モノが違う。きっと勝てるさ。
グリム童話の『茨姫』に登場する
13番目の魔女――
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イムラン
イムラン
イムラン
イムラン
アデリア
イムラン
マチス
ミヤコ

王城を丸ごと茨の呪いで眠りに
落としたその魔力は、古今の物語に
登場する魔女の中でも随一だ。
加えて、そこに王子による呪いからの
解放の可能性を封じ……呪いが
永遠に続くという解釈を施した。
救われるべき姫の肉体を乗っ取り、
破滅の呪いを放ち続けることで……
彼女は、プラナ・カハーニーの
世界の中で最強最悪のヴィランとして
君臨することになる。
な、なんかちょっと……禍々しすぎる
感じしませんか？ プロモーションと
しては不向きなんじゃ……。
大きな物語の中には、
一人ぐらいはそういうもの凄い
悪役がいてもいいだろ？
……わかった。
それが仕事と言うなら、このＡＣＴは
預かろう。
イムラン様……。
■渋谷 －路地裏－

キョータロー
キョータロー
イオン
キョータロー
マチス
キョータロー
イオン
マチス
マチス
13spiine
キョータロー
キョータロー
イオン
イオン
マチス

おい、イオン。本当にここが
指定の場所なのか？
……誰もいないぞ？
プラナ・カハーニー絡みの
イベントなら、もっと賑やかな
場所でやるんじゃねーの？
何度確認してみても、メールで
指示された場所はここです。
間違いありません。
向こうが間違えたってことも
あるかもしれねーだろ。
もう一回、こっちから連絡して……
その必要はない。
今回は少し、仕事の要件が
変わっているんだ。
お前、マチス……。
てことは、本当にここが
今回の仕事場ってことか？
説明を求めます。今回の仕事は、
シャティル社のプロモーションに
協力するわけではないのですか？
ああ。そういうことらしい。
……もっとも、俺も詳しい事情は
聞かされていないんだが。
……とにかく今回は、どんな形でも
【ユーザー名】、
お前を倒すのが俺の仕事だ。
痛めつけて、遊んであげる。
幸せな幕引きなんて、させないわ。
あれもプラナ・カハーニーの
ＡＣＴだよな？ ……なんつーか
いつもより敵意むき出しな感じだぞ。
どうする【ユーザー名】……。
なんかわかんねーけど、
どうもヤベー気がするんだよな。
たとえ、どんな事情があろうとも
ユーザーさんの取るべき道は
ひとつです。ね、ユーザーさん。
挑まれれば戦い、そして勝利する。
それが、レイヤードの英雄である
ユーザーさんの宿命ですっ！
そう言ってもらえると、助かる。
……では、行くぞ！
【ユーザー名】！
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話者

台詞 / ト書き

マチス

今回は一切の遊びは無しだ。
俺は持てる力のすべてで
お前に挑む！

キョータロー

ＡＣＴは物騒だわ、マチスのほうも
今回はえらい気合い入ってるわ……
こりゃ一筋縄じゃいかねーな。

キョータロー

【ユーザー名】、
お前も油断すんなよ！

イオン

こちらも持てる力を
全て出しましょう、
ユーザーさんっ！

13spine

ふふ……あなた達の何もかもを
茨のトゲで引き裂いたあとで
踏みつけてあげる！
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話者

台詞 / ト書き
■渋谷 －路地裏－

マチス
キョータロー

ちいっ……！
だが、まだだ！
もう一度仕掛けるぞ、13spine！
【ユーザー名】！
まだ終わってねーぞ！
気を緩めるなよ！
//ＳＥ：通信音。

イムラン（通信）

いや、もういいよ。
そこまでにして、戻ってきて。

マチス

……どういうつもりだ？
まだ決着はついていない！
俺の今回の仕事は……
『彼女』はもう、見るべきものは
見たと言ってる。
だから、もういいんだ。
大丈夫だよ、これで終わりにはしない。
次こそ必ず、キミには決着を
つけさせてあげる。
だから、今はこれで終わり。
戻ってくるんだ。いいね？

イムラン（通信）
イムラン（通信）
イムラン（通信）
マチス
キョータロー
キョータロー
マチス
マチス
キョータロー
キョータロー
イオン
イオン
キョータロー

……だそうだ、
【ユーザー名】、
決着は次に持ち越しになったらしい。
お、おう……。
けど……なんだ。俺らが言うことじゃ
ねーかもしれねーけど……
お前は……これでいいのか？
良くはないが……プロとして
金をもらっている以上、雇い主の
言うことは聞かないとな。
今は、これで終わりにはしないという
言葉を信じて退くよ。
……では、また。
……ふう。なぁ、もしかしたら
俺ら今、命拾いしたのかもな、
【ユーザー名】
イオンもどう思うよ。
あのまま続けてたら、
どうなってたんだ？
それはもちろん、ユーザーさんが
勝利していたに決まっています。
間違いありません。
ユーザーさんは、どんな時でも
世界の期待に応えますから。
ですよね？ ユーザーさんっ。
……聞いた相手が悪かったわ。
まぁでも、なーんか妙な雲行きに
なってきたって気がするぞ……。
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■シャティル社 －特別戦略室－
マチス
ミヤコ
アデリア
イムラン
ミヤコ
ミヤコ

……契約だ、指示には従う。
だが、納得のいく説明を
求める権利は俺にもあるはずだ。
今回に関しては、私もマチスさんと
同意見です。イムラン様の補佐として
必要な情報の開示を求めます。
室長、なんか隠してますね？
そうですね？
何を隠してるんですか！？
ちょっと、ちょっと。
どーしたのみんな。
顔が怖いよ？
はぐらかさないでください。
今回の件と、最近ラボにこもっていた
件……何か関係あるんですか？
『彼女』とは、誰のことなんです？
きちんと説明してください。

イムラン

そんなに気になる？
……あ、もしかしてヤキモチ？

アデリア

室長～。
今、そういうの良くないと思うなー、
ワタシ。
…………。
そういうことでしたら、
私にも考えがあります。
雇用関係を超えて、忠告する。
ここでもったいぶると、本当に
ろくなことにならないぞ。
わ、わかった！
わかったよー。
お願いミヤコ、怒らないで！
きちんと説明して
いただけるんですね？

ミヤコ
マチス
イムラン
ミヤコ
イムラン
イムラン
イムラン
イムラン
イムラン
マチス

最初からキミ達に隠し事なんか
するつもりは無いよ。
ボク達、仲間じゃないか。
ただ、すべて話すにあたって
まず最初にわかっておいて
もらいたいことがある。
ボクのやりたいこと……
プラナ・カハーニーを展開した
本当の目的――
それは、会社のプロモーション
なんかじゃないってこと。
これまでやってきたことは全部、
……まぁその、悪く言えばキミ達を
利用しただけだったってこと。
……穏やかじゃないな。

アデリア

もしかして、ワタシも思いっきり
怒ってもいい話ですか？

イムラン

それは……ボクの口からは
なんとも。怒るのか、呆れるのか、
それとも喜んでくれるのか……
すべてはキミ達自身の判断に
任せることにするよ。

イムラン
イムラン

……じゃあ、ラボですべてを見せよう。
wiz-domが生み出した、ＡＣＴの
まったく新しい可能性をね。

