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EX STAGE","狂い咲き凶拳キング

話者 台詞 / ト書き

■ライブハウス

キョータロー
なぁ【ユーザー名】……
今日も平和だよなー。
大きなトラブルもないしさ。

キョータロー
こういう日々もアリだな。
こうしてダラーッと過ごすのも、
そんなに悪くねーし。

キョータロー
しばらくはこんな感じで、
まったりした日常が続くといい――

シンジ
チーッス。
ちょっとツラ貸してくんない？

キョータロー …………。

キョータロー
こいつとまったりは
無理そうだな、
【ユーザー名】……。

■渋谷 －路地裏－

シンジ
うし、この辺りだ。
そろそろ現れろよ俺ー。

キョータロー
シンジさんよー、なんで俺らは
連れ回されてんの……？
そろそろ話してくれよ……。

シンジ
えー、めんどくさ。
そういうのは察してくんろ。

キョータロー
【ユーザー名】……
帰るか。

シンジ
タンマタンマ！
わーったよ、説明するって。

シンジ
なんかさ、俺で好き勝手してる
ヤツがいんの。
そいつをぶっちめたいから手伝って。

キョータロー
わかりにくいっつの。
簡潔に説明しろ。

シンジ
はあ？　したじゃん、簡潔にセツメー。
だからーニセモノがいんだよ、俺の。

シンジ
そいつが俺のフリしてるくせに、
全然俺っぽくないステージ
やりまくってるからシメたいって話。

シンジ
こっちは好きにバトりたいのに、
そういうことされるとメーワクなわけ。
だからそいつをシメたいわけ。

キョータロー
あー、お前の名前を騙って
オルタナステージに出てる、
ニセモノをなんとかしたいってことか。

シンジ だから最初からそう言ったじゃん。

キョータロー
理由はわかったけどさ、
どうして俺たちに頼みに来たんだよ。
ULA渋谷の連中もいるだろ。

シンジ
めんどい事は
あんたらに頼んだ方がいんじゃね？
って、ユウトに言われた。

キョータロー
ヒデェ理由……
【ユーザー名】、
あとでギャラ請求しとけよ。

キョータロー
しかし、アテもなくうろついたって
相手は見つかんないだろ。
考えもなく呼び出すなよな。

シンジ
あー？　いちいち突っかかってくんな。
俺だって意味もなく歩いてねーよ。
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キョータロー
ってことは、犯人が誰かは
もうわかって――

若者A
おい、あっちにシンジが出たらしいぞ！
早く観に行こうぜ！

若者B
今日はどんな曲歌ってくれるんだろ？
やべ、絶対ナマで応援しないと！

キョータロー
今シンジって……
もしかしてニセモノのご登場か？
なんつー偶然だよ。

キョータロー
しかも歌うってどういうことだ？
偽シンジって歌手活動でもしてんのか？

シンジ
うへぇ……やっぱり……
マジクソ最悪じゃん……。

シンジ さっさと行って、ぶっちめる……！

キョータロー
あ、おい！　待てよシンジ！
【ユーザー名】、
俺たちも行こう！
■渋谷 －テラスデッキ－

シンジ？
へーい、お前ら目ん玉ひんむいてる？
俺の最高にキラキラしたステージ、
目に焼き付けてけよー♪

見物人
うおおおおおおおおお！
シンジー！　こっち向いてくれー！

キョータロー
……なんだこのアイドルライブ。
てか、あれってシンジのＡＣＴか！？
ニセモノってそういう……。

シンジ
おいコラ、ニセモノー！
俺でキショいことしてんじゃねー！

シンジACT
あれ、もしかしてマジモンの俺？
あはは、ついにバレちった。

シンジ
観念してこっちこいや！
今ならタコ殴りで勘弁してやんよ！

シンジACT
俺も戦いてーんだけどさ、
自分とヤるのってイメージ的に
アウトらしくて、止められてんだよね。

ムツキ
そういうことだ。
粗暴な本物には、
悪いがお引取り願おう！

キョータロー
ムツキ！？
もしかしてお前が
偽シンジのユーザーか？

ムツキ
ふふはっ、いかにも！
我こそ新生アイドルシンジの
プロデューサー、天渡ムツキだ！

シンジ
やっぱお前が犯人かよ……。
ゴタクはいいから、さっさと殴らせろや。

ムツキ
数秒前の会話を忘れたか？
このシンジでお前と戦う気はない。

シンジACT
そういうわけだから。
勝手に暴れらんないのには、
俺もムカついてんだけどなー。

ムツキ
だがここでお前とステージを開くのも、
我がシンジＡＣＴを輝かせる
いい機会ではあるな……。

ムツキ
【ユーザー名】よ、
お前が相手をするというのなら、
戦ってやらんでもないぞ。

キョータロー
だってよ。
どうするシンジ？

シンジ
……しかたねー。
【ユーザー名】、
ここはあんたに譲ってやんよ。

シンジ
けど俺の分も取っとけよ。
全殺ししたら怒っかんな！

ムツキ
良いように使われているな、
【ユーザー名】よ。
私がその呪縛から解き放ってやろう！

キョータロー
なにがなんだかわかんねーけど……
ムツキに勝てば事情もわかるだろ。
やっちまえ【ユーザー名】！
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話者 台詞 / ト書き

//シンジACTとバトル

シンジACT
ガチでいくかんね？
じゃねーと楽しくないからさ！
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話者 台詞 / ト書き

■渋谷 －テラスデッキ－

シンジACT
うおー、負けた―！
ちっくしょー！

ムツキ

くっ……！
シンジを使ってもこれか、
また腕を上げたな！

シンジ
ひゅー、ナイスだぜ
【ユーザー名】！
次は俺に殴らせろー！

キョータロー
やめろっての。
そんなことよりムツキ、
事情を言え事情を。

ムツキ
それは先ほど答えたはずだが？
シンジのアイドル活動を
プロデュースをしていたとな。

キョータロー
お前、シンジとは仲ワリーんだろ。
なんでわざわざそいつを
プロデュースなんかするんだ？

ムツキ
私の向上心には、限界がない。
最も己と相性が悪いＡＣＴを可愛く
演出して、成長しようと考ていた。

ムツキ
そうするとどうだ。
私の前にこのシンジが
ＡＣＴとしてＤＬされたではないか。

ムツキ
自分と価値観が全く違うこいつを
プロデュースすれば、
得られるノウハウも大きいはずだ！

キョータロー
お、おう。
つまりシンジが嫌いすぎて、
逆に目的と合っちゃったってことか。

シンジＡＣＴ
俺もいきなりアイドルになれとか
言われてドン引いたよね。
ま、けっこー楽しかったけどさ。

ムツキ
在りかたは最悪だがこの女、
ルックスもスタイルも声も運動神経も
万人が認める最上の品質――。

ムツキ
私ならこの、最高で最悪の素材も
世を楽しませるアイドルに
進化させられるッ！

キョータロー …………。
あいつメチャクチャシンジ誉めてね？

シンジ 勝手に進化させんな。
つか、アイドルとか興味ねぇし。

ムツキ
私が私のためにやったことだ。
お前の事情のなんぞ知らん。
……知らんが、潮時ではあるな。

シンジ
おっ？
ボコられてヘコんじまった？
んだよ、意外と弱っちーなぁ。

ムツキ
愚かな。
これ以上お前のＡＣＴを使っても、
メリットがないというだけだ。
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ムツキ
必要なデータは揃った。
さらに言うと、飽きた。
やはり根本的相性はどうにもならん！

キョータロー なら、これで騒動は治まるわけか。
ひとまず一件落着だな。

シンジ んなわけねぇじゃん。
むしろこれからが本番だろ。

シンジ
アイドルやめんなら、
もうイメージとか関係ねぇよなぁ？
じゃあ俺と戦え！

シンジＡＣＴ
おっ、やるか？
そんなら相手してやるぜ？
まだ暴れたりないしさ！

キョータロー
ま、待てって！
メンドーだから止めろ、
【ユーザー名】！
//選択肢
A　自分同士の争いは醜いよ
B　勝ったほうが本物？

選択肢A
自分同士の争いは醜いよ

シンジ
争いなんてどれでも
醜くて愚かなもんだろ？
だから滾るんじゃん。

選択肢B
勝ったほうが本物？

シンジＡＣＴ ハハッ、なにそれイイじゃん！
派手にぶっ倒してやるよ、ホンモノ！

キョータロー
だー！
【ユーザー名】も煽んな！

合流

シンジ 自分と戦えるなんてオモシロ展開、
ぜってー逃さないもんね！

シンジＡＣＴ やっと俺らしい戦いができるぜ！
簡単に負けてくれんなよ、ホンモノォ！

ムツキ
……盛り上がっているところ悪いが、
次の予定の時間だ。
戻れ、シンジよ。

シンジＡＣＴ
えー、ここまで来てお預けかよ！？

シンジ おーい、空気読めってばー！
そこは挑まれるヤツだろー！？

ムツキ
ふん、どうしても自分と戦いたいなら
【ユーザー名】に
ＤＬしてもらうがいい。

ムツキ
それを期待して、賑やかすために
わざわざ巻きこんだのだろう？
貴様のことだからな。

シンジ は？　なんのことか
わかんねーんですけど。

ムツキ
その素直でない態度……
全く可愛くないがそれが貴様か。
やはり合わんな。
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ムツキ
戦いの中でしか他人を慰められない女は
大衆に受けんぞ。
さらばだ、我が生涯の敵よ。

シンジ
さっさと帰れお節介女！
また俺使って好き勝手したら、
今度こそマジでシメっかんなー！

キョータロー
……意味わかんね。
やっぱあいつら、
なんか通じあってんな。

キョータロー つーか一応、これで一件落着か。
今回はシンジも大変だったな。

キョータロー
これまでならＵＮＰＬ誘導すりゃ
削除できたんだろうけど。
今じゃ、そうもいかないもんなー。

シンジ
なんで削除すんだよ？
べつにＡＣＴにされた事自体は
怒ってねぇよ、俺。

キョータロー 本当かよ……？
あれだけ大騒ぎしてたのに……。

シンジ
俺、強い奴と戦いたいだけだしー
世の中に強い奴が増えるんだったら、
むしろ大歓迎じゃん。

シンジ たとえそれが俺の
ニセモノだとしても、さ。

キョータロー
強い奴だったら、
自分のニセモノでもなんでもいいのか。
これだから戦闘狂は……。

シンジ
まあでもＡＣＴって事は
ユーザーがそれなりじゃなきゃ
強さも発揮できねぇのか。

シンジ
てことで【ユーザー名】
あんたが使ってくれるなら大歓迎だぜ。
俺のこと。

シンジ
あんたなら、あの女みてぇな
悪趣味な使い方もしなさそうだし。

シンジ
ただし、使いこなせるようになったら
今度こそ俺と戦ってけろー。

シンジ
俺を使うあんたとコタロー使う俺。
どっちが強いか楽しみだな。

キョータロー
こりゃやっかいな依頼だな、
【ユーザー名】……。
ご愁傷様。


