
シナリオ『アイム・シーキング・ユー』

PC人数：4人　シーンカウント上限：シーンカウント上限：上限：13

　シーンカウント上限：　シーンカウント上限：【概要】

　シーンカウント上限：都市伝説に語られる、謎のはぐれに語られる、謎のはぐれ語られる、謎のはぐれられる、謎のはぐれ謎のはぐれのはぐれAI、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”。PCたちはマザーから、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガー

ル”。”の捕獲を命じられる。を命じられる。命じられる。じられる。

　シーンカウント上限：都市伝説に語られる、謎のはぐれを命じられる。追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うの助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うけを命じられる。借りつつ“グリッチ・ガール”を追うりつつ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う PCたち。

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”は、謎のはぐれ電脳世界のあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行のあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ト上限：ラブル”。を命じられる。起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行こしながら、謎のはぐれ転移を繰り返してゆく。（行を命じられる。繰り返してゆく。（行り返してゆく。（行してゆく。（行行

政データベースの混乱、データベースの混乱、の混乱、謎のはぐれeスの混乱、ポーツ大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）に語られる、謎のはぐれ乱入、謎のはぐれプロポーズの現場を台無しに…など）を命じられる。台無しに…など）しに語られる、謎のはぐれ…など）

　シーンカウント上限：やがて彼女を追い詰めることに成功したを命じられる。追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うい詰めることに成功した詰めることに成功しためることに語られる、謎のはぐれ成功したした PCたちだったが、謎のはぐれすんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行のところでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行取り逃し、東京中央変電り逃し、東京中央変電し、謎のはぐれ東京中央変電

所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにシスの混乱、テムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムに侵入を命じられる。許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにしてしまう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。彼女を追い詰めることに成功したほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにを命じられる。持った彼女がメインシステムにった彼女を追い詰めることに成功したがメインシスの混乱、テムに語られる、謎のはぐれ

到達したら、システムがダウンしてしまう。したら、謎のはぐれシスの混乱、テムがダウンしてしまう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

　シーンカウント上限：そこでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれイージーマザーは告白する。する。

　シーンカウント上限：“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”は元々イージーマザーであり、マザーの下に帰還するために電脳世界を彷徨っイージーマザーでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行あり、謎のはぐれマザーの下に帰還するために電脳世界を彷徨っに語られる、謎のはぐれ帰還するために電脳世界を彷徨っするために語られる、謎のはぐれ電脳世界のあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行を命じられる。彷徨っっ

てい詰めることに成功したるだけなのだと。どう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したを命じられる。救ってほしい、と。ってほしい詰めることに成功した、謎のはぐれと。

　シーンカウント上限：何とか“グリッチ・ガール”に追いついたとか“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”に語られる、謎のはぐれ追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うい詰めることに成功したつい詰めることに成功したた PCたち。彼女を追い詰めることに成功したに語られる、謎のはぐれ付属したプログラムを破壊することで、事したプログラムを命じられる。破壊することで、事することでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ事

件を解決することができた。を命じられる。解決することができた。することがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きた。

　シーンカウント上限：　シーンカウント上限：【登場を台無しに…など）NPC】

・グリッチ・ガール”。（行事件を解決することができた。の原因、謎のはぐれ兼、謎のはぐれ救ってほしい、と。う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うべき存在）

・イージーマザー（行案内役、謎のはぐれ兼、謎のはぐれ事件を解決することができた。を命じられる。引っ掻き回すイレギュラー要員として）っ掻き回すイレギュラー要員として）き回すイレギュラー要員として）すイレギュラー要員として）として）

・“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”（行《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うのリーダー。協力者）

・その他、謎のはぐれト上限：ラブル”。に語られる、謎のはぐれ巻き込まれた人たちき込まれた人たちまれた人たち

　シーンカウント上限：　シーンカウント上限：【背景】

　シーンカウント上限：“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の正体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーは、謎のはぐれかつてミッションに語られる、謎のはぐれ失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーし重大な障害を抱え込んだイージーマザーを命じられる。抱え込んだイージーマザーえ込んだイージーマザー込まれた人たちんだイージーマザー

でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行あった。彼女を追い詰めることに成功したは本来の習性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンの習性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンに語られる、謎のはぐれ従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンってマザーの元に語られる、謎のはぐれ帰還するために電脳世界を彷徨っしよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うと試みているが、障害を抱えた彼女とリンみてい詰めることに成功したるが、謎のはぐれ障害を抱え込んだイージーマザーを命じられる。抱え込んだイージーマザーえ込んだイージーマザーた彼女を追い詰めることに成功したとリン

クを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこを命じられる。形成するわけに語られる、謎のはぐれはい詰めることに成功したかない詰めることに成功した。マザーは“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”に語られる、謎のはぐれ欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこを命じられる。掛けつつ、さりとて消去するこけつつ、謎のはぐれさりとて消去するこするこ

ともでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きず、謎のはぐれ膠着状態に陥っていた。に語られる、謎のはぐれ陥っていた。ってい詰めることに成功したた。

　シーンカウント上限：そんなとき、謎のはぐれマザーは「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”が東京中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにのメインシスの混乱、テムに語られる、謎のはぐれ迷い込み、都内全い詰めることに成功した込まれた人たちみ、謎のはぐれ都内全

戸への送電が停止される」という未来を予測する。へ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの送電が停止される」という未来を予測する。される」とい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う未来の習性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンを命じられる。予測する。する。

　シーンカウント上限：マザーは“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の消去するこを命じられる。決することができた。意するが、イージーマザーは消去とまでは割り切れず、するが、謎のはぐれイージーマザーは消去することまでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行は割り切れず、り切れず、れず、謎のはぐれ

「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の捕獲を命じられる。」のみを命じられる。ミッションとしてエージェント上限：たちに語られる、謎のはぐれ伝え込んだイージーマザーる。（行マザーは、謎のはぐれそんな

イージーマザーの行動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしが事態に陥っていた。に語られる、謎のはぐれどのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしを命じられる。起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行こすのか検証するため、あえて静観することとしするため、謎のはぐれあえ込んだイージーマザーて静観することとしすることとし

た）だが、謎のはぐれそれが原因でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行対処が遅れ、“グリッチ・ガール”の変電所への侵入を許してしまう。が遅れ、“グリッチ・ガール”の変電所への侵入を許してしまう。れ、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの侵入を命じられる。許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにしてしまう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

　シーンカウント上限：エージェント上限：の活躍によりなんとか重大な危機は回避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限に語られる、謎のはぐれよりなんとか重大な危機は回避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限は回すイレギュラー要員として）避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限され、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”はほとんどの権限

を命じられる。剥奪された状態で解放された。された状態に陥っていた。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行解放された。された。



TIPS

ネット上限：の海を神出鬼没に駆け回る、謎のを命じられる。神出鬼没に駆け回る、謎のに語られる、謎のはぐれ駆け回る、謎のけ回すイレギュラー要員として）る、謎のはぐれ謎のはぐれのAI。数少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまない詰めることに成功した目撃証するため、あえて静観することとし言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまに語られる、謎のはぐれ尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまが付き、謎のはぐれその姿や挙動にはさまざまや挙動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしに語られる、謎のはぐれはさまざま

な異説に語られる、謎のはぐれがある。

白する。い詰めることに成功したロングヘアだとか、謎のはぐれ幽霊のように見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメえ込んだイージーマザーたとか、謎のはぐれ青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメを命じられる。基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメとしたスの混乱、ポーティーな服装とか、デフォルメとか、謎のはぐれデフォル”。メ

されたよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ大きなグローブとスの混乱、ニーカーを命じられる。身に着けているとか……共通するのは、少女の姿をしていに語られる、謎のはぐれ着けてい詰めることに成功したるとか……共通するのは、少女の姿をしていするのは、謎のはぐれ少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざま女を追い詰めることに成功したの姿や挙動にはさまざまを命じられる。してい詰めることに成功した

るとい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うことくらい詰めることに成功した。

常に全身を画像のちらつき（グリッチ）が覆っていることから、この名前が付けられた。に語られる、謎のはぐれ全身に着けているとか……共通するのは、少女の姿をしていを命じられる。画像のちらつき（グリッチ）が覆っていることから、この名前が付けられた。のちらつき（行グリッチ）が覆っていることから、この名前が付けられた。ってい詰めることに成功したることから、謎のはぐれこの名前が付けられた。が付けられた。

【ト上限：レーラー】

都市伝説に語られる、謎のはぐれに語られる、謎のはぐれ語られる、謎のはぐれられる“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”　シーンカウント上限：それは世に語られる、謎のはぐれも珍しい旅するしい詰めることに成功した旅するするAI

探す者からは逃げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すす者からは逃し、東京中央変電げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現す出し　シーンカウント上限：ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すまぐれに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ誰かの前に姿を現すかの前が付けられた。に語られる、謎のはぐれ姿や挙動にはさまざまを命じられる。現す

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちは見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメつけなくちゃい詰めることに成功したけない詰めることに成功した　シーンカウント上限：噂の裏に隠された、大きな大きな謎をの裏に隠された、大きな大きな謎をに語られる、謎のはぐれ隠された、大きな大きな謎をされた、謎のはぐれ大きな大きな謎のはぐれを命じられる。

『謎のはぐれはい詰めることに成功したつだって人間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？の中に語られる、謎のはぐれしかない詰めることに成功した』――なんて、謎のはぐれ誰かの前に姿を現すが決することができた。めたんだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うね？

アイビーリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ　シーンカウント上限：シナリオ『アイム・シーキング・ユー』

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をが未来の習性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンを命じられる。、謎のはぐれつない詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行い詰めることに成功したく。



【ハンド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うアウト上限：】

PC①用ハンドアウトハンド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うアウト上限：

【インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

＜概要＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。どこに語られる、謎のはぐれでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行もい詰めることに成功したる一般的なネットユーザー。なネット上限：ユーザー。PC②

～④とは知り合い同士とは知り合い同士り合い同士い詰めることに成功した同士

＜おすすめのタイプ＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。正義感が強く、分け隔てないが強く、分け隔てないく、謎のはぐれ分け隔てないけ隔てないてない詰めることに成功した

＜ト上限：リガー＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。？？？（行“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”）に語られる、謎のはぐれ会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う

【不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

あなたはかつて、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。目撃したことが

ある。手掛けつつ、さりとて消去するこかりがあるとも思えないが、まずはログを辿っえ込んだイージーマザーない詰めることに成功したが、謎のはぐれまずはログを命じられる。辿っっ

て、謎のはぐれ目撃地点に向かってみよう。に語られる、謎のはぐれ向かってみよう。かってみよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

・ネクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこスの混乱、ト上限：リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：「PC①の遭遇地点に向かってみよう。」が公開される。される。

【インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

＜ト上限：リガー＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。？？？（行“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”）の正体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーを命じられる。

知り合い同士る

【真実のリンク】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは、謎のはぐれ初めて“グリッチ・ガール”を目撃したときのことめて“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。目撃したときのこと

を命じられる。思えないが、まずはログを辿っい詰めることに成功した出した。

あの時の彼女の淋しそうな目を思いだすと、君は不思議との彼女を追い詰めることに成功したの淋しそうな目を思いだすと、君は不思議としそう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな目を命じられる。思えないが、まずはログを辿っい詰めることに成功しただすと、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは不思えないが、まずはログを辿っ議とと

心を締め付けられるような気持ちになる…君は、彼女を救を命じられる。締め付けられるような気持ちになる…君は、彼女を救め付けられるよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな気まぐれに、誰かの前に姿を現す持った彼女がメインシステムにちに語られる、謎のはぐれなる…君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したを命じられる。救ってほしい、と。

い詰めることに成功したたい詰めることに成功したと思えないが、まずはログを辿っってい詰めることに成功したることに語られる、謎のはぐれ気まぐれに、誰かの前に姿を現す付い詰めることに成功したた。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。救ってほしい、と。う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うため、謎のはぐれマザーに語られる、謎のはぐれ選ばればれ

たのだ。

PC②用ハンドアウトハンド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うアウト上限：

【インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

＜概要＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。どこに語られる、謎のはぐれでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行もい詰めることに成功したる一般的なネットユーザー。なネット上限：ユーザー。エー

ジェント上限：に語られる、謎のはぐれ憧れている。れてい詰めることに成功したる。

＜おすすめのタイプ＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。恩義に語られる、謎のはぐれ篤く、憧れやすいく、謎のはぐれ憧れている。れやすい詰めることに成功した

＜ト上限：リガー＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。？？（行い詰めることに成功したずれかのチャレンジ）を命じられる。解決することができた。する

【不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

あなたはかつて、謎のはぐれ電脳世界のあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行事件を解決することができた。に語られる、謎のはぐれ巻き込まれた人たちき込まれた人たちまれかけた際にに語られる、謎のはぐれ

エージェント上限：の一団に語られる、謎のはぐれ救ってほしい、と。われた。その経験から、エージェから、謎のはぐれエージェ

ント上限：と、謎のはぐれそしてイージーマザーに語られる、謎のはぐれ憧れている。れを命じられる。持った彼女がメインシステムにってい詰めることに成功したる。そん

なあなただからこそ、謎のはぐれ気まぐれに、誰かの前に姿を現す付くことがある…。

・イベント上限：：「疑惑」が発生する。」が発生する。する。

【インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

＜ト上限：リガー＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。？？？（行イージーマザー）の秘密を知るを命じられる。知り合い同士る

【真実のリンク】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

イージーマザーは、謎のはぐれ今回すイレギュラー要員として）の事件を解決することができた。に語られる、謎のはぐれ心を締め付けられるような気持ちになる…君は、彼女を救を命じられる。痛め、深く苦悩してめ、謎のはぐれ深く苦悩してく苦悩してして

い詰めることに成功したる。しかし、謎のはぐれだからこそ、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したに語られる、謎のはぐれ恩を命じられる。返してゆく。（行すチャンスの混乱、ともい詰めることに成功した

え込んだイージーマザーる。“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。救ってほしい、と。う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うことがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きれば、謎のはぐれきっ

と彼女を追い詰めることに成功したは喜んでくれるだろう。んでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行くれるだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは、謎のはぐれイージーマザーの願いをかなえるため、マザーに選い詰めることに成功したを命じられる。かなえ込んだイージーマザーるため、謎のはぐれマザーに語られる、謎のはぐれ選ばれ

ばれたのだ。



PC③用ハンドアウトハンド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うアウト上限：

【インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

＜概要＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。どこに語られる、謎のはぐれでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行もい詰めることに成功したる一般的なネットユーザー。なネット上限：中毒者。アイビー

がない詰めることに成功したと生する。きてい詰めることに成功したけない詰めることに成功した。

＜おすすめのタイプ＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。ネット上限：上でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行は元気まぐれに、誰かの前に姿を現すだが、謎のはぐれリアル”。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行は

シャイ。

＜ト上限：リガー＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。？？？（行街の大混乱）が発生するの大混乱）が発生する。する

【不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をはアイビーでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行の生する。活を命じられる。愛している。それなくしては生きしてい詰めることに成功したる。それなくしては生する。き

てい詰めることに成功したけない詰めることに成功したほどに語られる、謎のはぐれ……それなのに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれこの騒動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしのせい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれア

イビー自体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーの存続が危ぶまれている。今こそ、君が立ち上が危ぶまれてい詰めることに成功したる。今こそ、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をが立ち上ち上

がらねばならない詰めることに成功した。

【インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

＜ト上限：リガー＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。？？？（行変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの危機は回避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限）が発生する。する

【真実のリンク】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

東京中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの停止される」という未来を予測する。――このままでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行は、謎のはぐれアイビーの

JAPANサーバーごと停止される」という未来を予測する。してしまう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う！そんなことに語られる、謎のはぐれなっ

てしまったら、謎のはぐれアイビーの復旧作業にはかなりの期間がかに語られる、謎のはぐれはかなりの期間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？がか

かるだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。それだけは避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限けなくてはならない詰めることに成功した。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは、謎のはぐれアイビーと、謎のはぐれそしてアイビー内でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行の君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をの生する。活を命じられる。守るる

ために語られる、謎のはぐれマザーに語られる、謎のはぐれ選ばればれたのだ。

PC用ハンドアウト④とは知り合い同士ハンド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うアウト上限：

【インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

＜概要＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。都市伝説に語られる、謎のはぐれ愛している。それなくしては生き好家集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うの一

員として）。ネット上限：上の都市伝説に語られる、謎のはぐれに語られる、謎のはぐれ精通するのは、少女の姿をしていしてい詰めることに成功したる。

＜おすすめのタイプ＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。知り合い同士識欲旺盛で完璧主義。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行完璧主義。

＜ト上限：リガー＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。？？？（行“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”）に語られる、謎のはぐれ会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う

【不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

あなたは《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うのリーダーでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ある“グリッチ・ガール”。スの混乱、

ターシーカー”に語られる、謎のはぐれ心を締め付けられるような気持ちになる…君は、彼女を救酔している。してい詰めることに成功したる。

エージェント上限：の権限を命じられる。使えば、彼女を驚かすような情報がえ込んだイージーマザーば、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したを命じられる。驚かすような情報がかすよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな情報がが

得られるかもしれない。られるかもしれない詰めることに成功した。

【インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

＜ト上限：リガー＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。？？？（行“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”）の正体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーを命じられる。

知り合い同士る

【真実のリンク】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ】

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは、謎のはぐれ今回すイレギュラー要員として）の事件を解決することができた。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行の功した績が認められ、《シーカーズ・ギルが認められ、《シーカーズ・ギルめられ、謎のはぐれ《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。

ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行の地位が高まることが予測されていた。事件の解決が高まることが予測されていた。事件の解決まることが予測する。されてい詰めることに成功したた。事件を解決することができた。の解決することができた。

は、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をに語られる、謎のはぐれとってもマザーに語られる、謎のはぐれとってもプラスの混乱、に語られる、謎のはぐれなるとい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うこ

とだ。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは、謎のはぐれ都市伝説に語られる、謎のはぐれに語られる、謎のはぐれ対する熱意するが、イージーマザーは消去とまでは割り切れず、を命じられる。認められ、《シーカーズ・ギルめられてマザーに語られる、謎のはぐれ選ばればれ

たのだ。その知り合い同士識を命じられる。存分け隔てないに語られる、謎のはぐれ活かして、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガー

ル”。”を命じられる。止される」という未来を予測する。めるのだ！



【オープニング】

＜回すイレギュラー要員として）想～PC①、謎のはぐれグリッチガール”。との出会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）い詰めることに成功した＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をはそのとき、謎のはぐれSNSでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメつけたとある無しに…など）名の写真家の個人エリアでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ彼の撮った写真を眺めていた。った写真を命じられる。眺めていた。めてい詰めることに成功したた。

何とか“グリッチ・ガール”に追いついたやらもの寂しい、海辺の町の写真が、何枚も、何枚も並んでいたことだけは覚えている。しい詰めることに成功した、謎のはぐれ海を神出鬼没に駆け回る、謎の辺の町の写真が、何枚も、何枚も並んでいたことだけは覚えている。の町の写真が、何枚も、何枚も並んでいたことだけは覚えている。の写真が、謎のはぐれ何とか“グリッチ・ガール”に追いついた枚も、何枚も並んでいたことだけは覚えている。も、謎のはぐれ何とか“グリッチ・ガール”に追いついた枚も、何枚も並んでいたことだけは覚えている。も並んでいたことだけは覚えている。んでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行い詰めることに成功したたことだけは覚えている。え込んだイージーマザーてい詰めることに成功したる。

そんな中――フォト上限：パネル”。の裏に隠された、大きな大きな謎をに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ奇妙なグリッチがちらつくのを見つけた。思わず覗き込んだ君は、そなグリッチがちらつくのを命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメつけた。思えないが、まずはログを辿っわず覗き込んだ君は、そき込まれた人たちんだ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは、謎のはぐれそ

こでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行彼女を追い詰めることに成功したと出会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）ったのだ。淋しそうな目を思いだすと、君は不思議としげ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すな瞳をした──彼女と。を命じられる。した──彼女を追い詰めることに成功したと。

＜全体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーOP～ミッション開される。始＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

思えないが、まずはログを辿っい詰めることに成功した思えないが、まずはログを辿っい詰めることに成功したに語られる、謎のはぐれ《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うアイビー》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれインしてい詰めることに成功したた君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちのVR視界のあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行内に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ突然、謎のはぐれ聞きなれない通知音と共に鍵のマーきなれない詰めることに成功した通するのは、少女の姿をしてい知り合い同士音と共に鍵のマーと共に語られる、謎のはぐれ鍵のマーのマー

クを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこのアイコンが現れる。アイコンからは、謎のはぐれ合い同士成音と共に鍵のマー声によるメッセージの読み上げが自動的に始まる。に語られる、謎のはぐれよるメッセージの読み上げが自動的に始まる。み上げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すが自動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとし的なネットユーザー。に語られる、謎のはぐれ始まる。

「あなたはマザーに語られる、謎のはぐれより、謎のはぐれエージェント上限：に語られる、謎のはぐれ任命じられる。されました」

「以下に帰還するために電脳世界を彷徨っのリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこから、謎のはぐれブリーフィングル”。ームに語られる、謎のはぐれ移を繰り返してゆく。（行動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとししてください詰めることに成功した」

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちがリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこに語られる、謎のはぐれ触れると、周囲の風景が会議室のような場所に変わる。君以外にも３人のアバターが同れると、謎のはぐれ周囲の風景が会議室のような場所に変わる。君以外にも３人のアバターが同の風景が会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）議と室のような場所に変わる。君以外にも３人のアバターが同のよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな場を台無しに…など）所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにに語られる、謎のはぐれ変わる。君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎を以外にも３人のアバターが同に語られる、謎のはぐれも３人のアバターが同人のアバターが同

じよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれして現れた。そして、謎のはぐれイージーマザーの可愛している。それなくしては生きらしい詰めることに成功した姿や挙動にはさまざまも。

「皆さん、初めまして。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためさん、謎のはぐれ初めて“グリッチ・ガール”を目撃したときのことめまして。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためはイージーマザーでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す。これから起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行こるでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行あろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う事件を解決することができた。を命じられる。未然に語られる、謎のはぐれ防いでもらうためい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行もらう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うため

に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれあなたたちを命じられる。エージェント上限：に語られる、謎のはぐれ任命じられる。しました。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうための役目は、謎のはぐれそのサポート上限：を命じられる。する事でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す」

「まずは…これを命じられる。どう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うぞ。事件を解決することができた。の調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ査にきっと役に立つはずです」に語られる、謎のはぐれきっと役に語られる、謎のはぐれ立ち上つはずでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す」

画面の隅に［新しいプログラムがインストールされました］の表示が現れる。マスターキーが君たちのの隅に［新しいプログラムがインストールされました］の表示が現れる。マスターキーが君たちのに語られる、謎のはぐれ［新しいプログラムがインストールされました］の表示が現れる。マスターキーが君たちの新しいプログラムがインストールされました］の表示が現れる。マスターキーが君たちのしい詰めることに成功したプログラムがインスの混乱、ト上限：ール”。されました］の表示が現れる。マスターキーが君たちのが現れる。マスの混乱、ターキーが君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちの

元に語られる、謎のはぐれ届いたのだ。い詰めることに成功したたのだ。

「…さて、謎のはぐれ皆さん、初めまして。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためさんは“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”とい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う都市伝説に語られる、謎のはぐれを命じられる。ご存知り合い同士でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すか？」

もちろん、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちはあまりに語られる、謎のはぐれ有名なその都市伝説に語られる、謎のはぐれを命じられる。知り合い同士ってい詰めることに成功したる。

「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”――それは、謎のはぐれネット上限：の海を神出鬼没に駆け回る、謎のを命じられる。神出鬼没に駆け回る、謎のに語られる、謎のはぐれ駆け回る、謎のけ回すイレギュラー要員として）る、謎のはぐれ謎のはぐれのAIでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す。彼女を追い詰めることに成功したを命じられる。中心を締め付けられるような気持ちになる…君は、彼女を救に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ何とか“グリッチ・ガール”に追いついた

か大きな事件を解決することができた。が起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きるとい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う予測する。が、謎のはぐれ未来の習性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリン予測する。エンジンからはじき出されました。皆さん、初めまして。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためさんに語られる、謎のはぐれは、謎のはぐれその事件を解決することができた。

を命じられる。止される」という未来を予測する。めるために語られる、謎のはぐれエージェント上限：として活躍によりなんとか重大な危機は回避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限してもらい詰めることに成功したます」

「まずは、謎のはぐれここ――《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うの本拠地でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行情報がを命じられる。集めてみるとい詰めることに成功したい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しょう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う」

＊【IL：“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”】が公開される。される

かくして、謎のはぐれ皆さん、初めまして。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためさんのエージェント上限：としての活躍によりなんとか重大な危機は回避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限が始まるのでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す。



【ミド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うル”。フェイズ】

＊調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ査にきっと役に立つはずです」可能なインビジブルリンク：“スターシーカー”なインビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

都市伝説に語られる、謎のはぐれを命じられる。追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うい詰めることに成功したかけるグル”。ープ《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

ネット上限：上のあらゆる都市伝説に語られる、謎のはぐれを命じられる。収集する、謎のはぐれ奇人変人の集ま

りだ。

その本拠地に語られる、謎のはぐれやってきたキミたちは、謎のはぐれイージーマザーの指

示が現れる。マスターキーが君たちのに語られる、謎のはぐれ従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンい詰めることに成功した、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”とい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う名のアバターに語られる、謎のはぐれ会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）わ

なければならない詰めることに成功した。

ト上限：リガー：“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”と話すす

※手番消費なしなし

“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”は“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”に語られる、謎のはぐれつい詰めることに成功したて、謎のはぐれ以

下に帰還するために電脳世界を彷徨っのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ語られる、謎のはぐれった。

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”は、謎のはぐれネット上限：上でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行非常に全身を画像のちらつき（グリッチ）が覆っていることから、この名前が付けられた。に語られる、謎のはぐれ有名な都市伝

説に語られる、謎のはぐれでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ある。まるでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行自我を持っているかのように振る舞うを命じられる。持った彼女がメインシステムにってい詰めることに成功したるかのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ振る舞うる舞うう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う

「移を繰り返してゆく。（行動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしするAI」でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行あり、謎のはぐれ誰かの前に姿を現すもが捕まえ込んだイージーマザーよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うと試みているが、障害を抱えた彼女とリンみては失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザー

してきた。

【IL：“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の目撃情報が】【IL：PC①の遭

遇地点に向かってみよう。】が公開される。される。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

シーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うの本拠地は古い図書館風にデザインされたエリアである。一冊一冊の本の中には、真い詰めることに成功した図書館風に語られる、謎のはぐれデザインされたエリアでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ある。一冊一冊の本の中に語られる、謎のはぐれは、謎のはぐれ真

に語られる、謎のはぐれ迫ったものから眉唾ものの与太話まで、そこかしこに都市伝説が収められている。本棚の迷路を辿ったったものから眉唾ものの与太話まで、そこかしこに都市伝説が収められている。本棚の迷路を辿ったものの与太話すまでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれそこかしこに語られる、謎のはぐれ都市伝説に語られる、謎のはぐれが収められてい詰めることに成功したる。本棚の迷路を辿ったの迷い込み、都内全路を辿ったを命じられる。辿っった

先に、“スターシーカー”はいた。に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”はい詰めることに成功したた。

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

「ん？君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちは…エージェント上限：？こんなところに語られる、謎のはぐれ何とか“グリッチ・ガール”に追いついたの用ハンドアウトだい詰めることに成功した？」

（行任務について話す）に語られる、謎のはぐれつい詰めることに成功したて話すす）

「へ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにえ込んだイージーマザー、謎のはぐれマザーが“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。探す者からは逃げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すし出せなんて言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまったの？」「う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う～ん、謎のはぐれ無しに…など）理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムに難題を押し付けられを命じられる。押し付けられし付けられ

たね。だって、謎のはぐれこれまでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行誰かの前に姿を現すも捕まえ込んだイージーマザーられたことがない詰めることに成功したんだから」

＊HO読み上げが自動的に始まる。み上げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現す「ま、謎のはぐれ教えられることがないでもないけど…ここでのルールは、『交換条件』なんだ」「私をえ込んだイージーマザーられることがない詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行もない詰めることに成功したけど…ここでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行のル”。ール”。は、謎のはぐれ『交換条件を解決することができた。』なんだ」「私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためを命じられる。

唸らせるような情報が手に入ったら、色々教えてあげるよ」「情報が欲しかったら、足で稼ぐことだね」らせるよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな情報がが手に語られる、謎のはぐれ入ったら、謎のはぐれ色々イージーマザーであり、マザーの下に帰還するために電脳世界を彷徨っ教えられることがないでもないけど…ここでのルールは、『交換条件』なんだ」「私をえ込んだイージーマザーてあげ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現するよ」「情報がが欲しかったら、謎のはぐれ足で稼ぐことだね」でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行稼ぐことだね」ぐことだね」

＊PC①、謎のはぐれPC④の不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の目撃情報が＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

アイビーのあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行手分け隔てないけを命じられる。して“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガー

ル”。”の聞きなれない通知音と共に鍵のマーき込まれた人たちみを命じられる。行う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。「絶対に語られる、謎のはぐれ捕まえ込んだイージーマザーられない詰めることに成功した」とい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う噂の裏に隠された、大きな大きな謎を

だが、謎のはぐれ果たして、彼女を一目でも見たことのあるユーザーたして、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したを命じられる。一目でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行も見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメたことのあるユーザー

はい詰めることに成功したるのだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか？

ト上限：リガー：アイビーのメインエリアでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行聞きなれない通知音と共に鍵のマーき込まれた人たちみを命じられる。行う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う

人の最も集まるメインエリアで聞き込みをしてみると、時も集まるメインエリアでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行聞きなれない通知音と共に鍵のマーき込まれた人たちみを命じられる。してみると、謎のはぐれ時の彼女の淋しそうな目を思いだすと、君は不思議と

折、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメたことがあるとい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う声によるメッセージの読み上げが自動的に始まる。がち

らほらと聞きなれない通知音と共に鍵のマーこえ込んだイージーマザーる。共通するのは、少女の姿をしてい点に向かってみよう。は、謎のはぐれ「入れるはずのない詰めることに成功した場を台無しに…など）所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにに語られる、謎のはぐれい詰めることに成功した

ること」「あっとい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？に語られる、謎のはぐれ消え込んだイージーマザーてい詰めることに成功したること」――神出鬼没に駆け回る、謎のな

AIだとい詰めることに成功したわれてい詰めることに成功したるが、謎のはぐれ本当にそんなことが可能なのだに語られる、謎のはぐれそんなことが可能なインビジブルリンク：“スターシーカー”なのだ

ろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

とくに語られる、謎のはぐれなし

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

メインエリアでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行聞きなれない通知音と共に鍵のマーき込まれた人たちみを命じられる。始めると、謎のはぐれそう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う時の彼女の淋しそうな目を思いだすと、君は不思議と間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？のかからない詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うちに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ実のリンク】際にに語られる、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメた

とい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うユーザーを命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメつけることがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きる。やがて、謎のはぐれ二人、謎のはぐれ三人と、謎のはぐれ目撃者を命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメつけることがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きる。彼らの



話すに語られる、謎のはぐれ共通するのは、少女の姿をしていすることは、謎のはぐれ「入室のような場所に変わる。君以外にも３人のアバターが同権限がなく、謎のはぐれ入れるはずのない詰めることに成功した場を台無しに…など）所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにに語られる、謎のはぐれい詰めることに成功したること」「そこに語られる、謎のはぐれい詰めることに成功したたログすら残さずさず

あっとい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？に語られる、謎のはぐれ消え込んだイージーマザーてい詰めることに成功したること」それらの話すが事実のリンク】だとすれば、謎のはぐれ一体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーどう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うやってそんな離れ業を実現してれ業にはかなりの期間がかを命じられる。実のリンク】現して

い詰めることに成功したるのだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う？

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：PC①の遭遇地点に向かってみよう。＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

PC①の行動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしログから、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の目撃地点に向かってみよう。

と日時の彼女の淋しそうな目を思いだすと、君は不思議とを命じられる。割り切れず、り出した。その周辺の町の写真が、何枚も、何枚も並んでいたことだけは覚えている。を命じられる。詳細に調査してみれば、に語られる、謎のはぐれ調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ査にきっと役に立つはずです」してみれば、謎のはぐれ

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の足で稼ぐことだね」取り逃し、東京中央変電りを命じられる。掴めるだろうか。めるだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか。

ト上限：リガー：チャレンジ：周辺の町の写真が、何枚も、何枚も並んでいたことだけは覚えている。エリアの調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ査にきっと役に立つはずです」を命じられる。行う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う

詳細に調査してみれば、なサーチを命じられる。行う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うと、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”がい詰めることに成功したたと推

定なリンク】される場を台無しに…など）所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれあらゆるログが完全に語られる、謎のはぐれ抹消された空白する。が

広がっているのを発見した。おそらく、彼女の能力による、がってい詰めることに成功したるのを命じられる。発見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメした。おそらく、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したの能なインビジブルリンク：“スターシーカー”力に語られる、謎のはぐれよる、謎のはぐれ

隠された、大きな大きな謎をぺい詰めることに成功したの痕跡である。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ある。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

PC①がグリッチ・ガール”。を命じられる。目撃したのは、謎のはぐれ何とか“グリッチ・ガール”に追いついたの変哲もない写真ブログの中だったようだ。海外の海の写もない詰めることに成功した写真ブログの中だったよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うだ。海を神出鬼没に駆け回る、謎の外にも３人のアバターが同の海を神出鬼没に駆け回る、謎のの写

真の裏に隠された、大きな大きな謎をに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ不自然なグリッチを命じられる。発見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメし――それを命じられる。目でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うった先に、“スターシーカー”はいた。に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれまるでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をを命じられる。待つかのように佇んでいたつかのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ佇んでいたんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行い詰めることに成功したた

のを命じられる。覚えている。え込んだイージーマザーてい詰めることに成功したる。もちろんすぐ逃し、東京中央変電げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すてしまったのだけど。

あれから何とか“グリッチ・ガール”に追いついた度も訪れてみたが、彼女に出逢うことはできなかった――イージーマザーの力を借りれば、手も訪れてみたが、彼女に出逢うことはできなかった――イージーマザーの力を借りれば、手れてみたが、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したに語られる、謎のはぐれ出逢うことはできなかった――イージーマザーの力を借りれば、手う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うことはでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きなかった――イージーマザーの力を命じられる。借りつつ“グリッチ・ガール”を追うりれば、謎のはぐれ手

掛けつつ、さりとて消去するこかりだけでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行も掴めるだろうか。めるだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか？

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

「駄目でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すね――何とか“グリッチ・ガール”に追いついたもない詰めることに成功した。」「…い詰めることに成功したや、謎のはぐれ待つかのように佇んでいたってください詰めることに成功した。あって当にそんなことが可能なのだ然の基礎情報がまでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれごっそり消え込んだイージーマザー落ちてちて

い詰めることに成功したます！」「時の彼女の淋しそうな目を思いだすと、君は不思議と間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？も場を台無しに…など）所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにも、謎のはぐれPC①の話すと一致する。これって…」する。これって…」

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちも、謎のはぐれまるでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行人型に削り取られたように不自然なログを見ることができる。どうやら、“グリッチ・に語られる、謎のはぐれ削り取られたように不自然なログを見ることができる。どうやら、“グリッチ・り取り逃し、東京中央変電られたよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ不自然なログを命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメることがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きる。どう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うやら、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・

ガール”。”の能なインビジブルリンク：“スターシーカー”力が原因でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ消去するこされたのだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

＜イベント上限：：街の大混乱）が発生するの大混乱＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

＊発生する。条件を解決することができた。：【IL：“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の目撃情報が】【IL：PC①の遭遇地点に向かってみよう。】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこを命じられる。解放された。する。

聞きなれない通知音と共に鍵のマーき込まれた人たちみ調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ査にきっと役に立つはずです」がひと段落ちてしたと見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメたイージーマザーは、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちに語られる、謎のはぐれ申し出る。し出る。

「これでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”が満足で稼ぐことだね」するとは思えないが、まずはログを辿っい詰めることに成功したませんが…一旦、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したのところに語られる、謎のはぐれ戻ってみましょうか」ってみましょう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか」

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちが《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うエリアに語られる、謎のはぐれ戻ってみましょうか」ろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うと引っ掻き回すイレギュラー要員として）き返してゆく。（行すと、謎のはぐれ突如としてガジェットの画面が通知で埋としてガジェット上限：の画面の隅に［新しいプログラムがインストールされました］の表示が現れる。マスターキーが君たちのが通するのは、少女の姿をしてい知り合い同士でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行埋

まる。街の大混乱）が発生するのあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の目撃情報がが上がってい詰めることに成功したるのだ。今までトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行あれほど稀少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまだっ

たのに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ一体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザー何とか“グリッチ・ガール”に追いついたが起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行こってい詰めることに成功したるのだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

「大変でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す！ウイル”。スの混乱、が街の大混乱）が発生する中に語られる、謎のはぐれ出現してい詰めることに成功したます！」

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちがアイビーのメインエリアに語られる、謎のはぐれ出ると、謎のはぐれそこは既に大混乱になっていた！アイビーを守っていた何に語られる、謎のはぐれ大混乱に語られる、謎のはぐれなってい詰めることに成功したた！アイビーを命じられる。守るってい詰めることに成功したた何とか“グリッチ・ガール”に追いついた

重ものセキュリティが破れ、謎のはぐれウイル”。スの混乱、の侵入を命じられる。許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにしてしまってい詰めることに成功したる。アバターたちは蜘蛛の子を散らすよの子を散らすよを命じられる。散らすよらすよ

う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ逃し、東京中央変電げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現す回すイレギュラー要員として）り、謎のはぐれ我を持っているかのように振る舞う先に、“スターシーカー”はいた。に語られる、謎のはぐれとログアウト上限：してい詰めることに成功したく。どう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うやら、謎のはぐれこの場を台無しに…など）でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行この事態に陥っていた。に語られる、謎のはぐれ対処が遅れ、“グリッチ・ガール”の変電所への侵入を許してしまう。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きるのは君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちだけ

のよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うだ。

＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。戦闘発生する。。

「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の目撃情報が……街の大混乱）が発生するの混乱……もしかして、謎のはぐれ繋がりがあるのでしょうか？」がりがあるのでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しょう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか？」

「……待つかのように佇んでいたってください詰めることに成功した！また目撃情報がでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す！しかも、謎のはぐれ今度も訪れてみたが、彼女に出逢うことはできなかった――イージーマザーの力を借りれば、手は三件を解決することができた。も同時の彼女の淋しそうな目を思いだすと、君は不思議とに語られる、謎のはぐれ！」

＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。IL：データベースの混乱、の混乱、謎のはぐれeスの混乱、ポーツ大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）場を台無しに…など）、謎のはぐれ夜景の見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメえ込んだイージーマザーるレスの混乱、ト上限：ラン、謎のはぐれ騒動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしの原因が公開される。される。



＊PC③の不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：データベースの混乱、の混乱＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”が侵入したことが原因でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ市民デーデー

タベースの混乱、とアバターの紐づけが狂ってしまった。このままづけが狂ってしまった。このままってしまった。このまま

でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行は、謎のはぐれ生する。活に語られる、謎のはぐれ支障が出るかもしれない詰めることに成功した。早く“グリッチ・く“グリッチ・ガール”。グリッチ・

ガール”。”を命じられる。追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うい詰めることに成功したかけたい詰めることに成功したところだが、謎のはぐれ困っている役所の職ってい詰めることに成功したる役所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの職

員として）さんも見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ過ごせない…。ごせない詰めることに成功した…。

ト上限：リガー：チャレンジ：住民デー台帳データを正しく並べ直データを命じられる。正しく並んでいたことだけは覚えている。べ直

す

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”が通するのは、少女の姿をしていり過ごせない…。ぎた爪痕が、謎のはぐれデータの上に語られる、謎のはぐれ

くっきりと残さずされてい詰めることに成功したる。何とか“グリッチ・ガール”に追いついたかの意するが、イージーマザーは消去とまでは割り切れず、図があるとい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うより

も、謎のはぐれ無しに…など）作為に掻き回されたような印象を受ける。に語られる、謎のはぐれ掻き回すイレギュラー要員として）き回すイレギュラー要員として）されたよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな印象を受ける。を命じられる。受ける。ける。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちがデータを命じられる。修復すると、謎のはぐれ役所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムに職員として）からい詰めることに成功したたく感が強く、分け隔てない謝をを命じられる。

された。

「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の痕跡である。」を命じられる。少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまし回すイレギュラー要員として）収でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きた。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちが市役所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにエリアを命じられる。訪れてみたが、彼女に出逢うことはできなかった――イージーマザーの力を借りれば、手れると、謎のはぐれ右へ左への大騒ぎになっていた。住民データベースの移動作業中にへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムに左への大騒ぎになっていた。住民データベースの移動作業中にへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの大騒ぎに語られる、謎のはぐれなってい詰めることに成功したた。住民デーデータベースの混乱、の移を繰り返してゆく。（行動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとし作業にはかなりの期間がか中に語られる、謎のはぐれ

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”が現れたせい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれアバターとの紐づけが狂ってしまった。このままづけが狂ってしまった。このままってしまったのだ！

「その上、謎のはぐれプロテクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこト上限：までトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行掛けつつ、さりとて消去するこけられてしまったのでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ修正作業にはかなりの期間がかがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きない詰めることに成功したんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す！少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまし手を命じられる。貸してはいたしてはい詰めることに成功したた

だけない詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しょう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか」

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

市民デーデータベースの混乱、は、謎のはぐれ嵐の後のように紐づけがぐちゃぐちゃに崩壊していた。マスターキーの力でプロテの後のように紐づけがぐちゃぐちゃに崩壊していた。マスターキーの力でプロテのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ紐づけが狂ってしまった。このままづけがぐちゃぐちゃに語られる、謎のはぐれ崩壊することで、事してい詰めることに成功したた。マスの混乱、ターキーの力でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行プロテ

クを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこト上限：を命じられる。解除することには成功したが、並べ直しにはかなりの手間がかかった。することに語られる、謎のはぐれは成功したしたが、謎のはぐれ並んでいたことだけは覚えている。べ直しに語られる、謎のはぐれはかなりの手間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？がかかった。

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の痕跡である。を命じられる。少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまし回すイレギュラー要員として）収することがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きた。「彼女を追い詰めることに成功したの動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとし向かってみよう。を命じられる。つかむに語られる、謎のはぐれは、謎のはぐれもう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまし痕跡である。を命じられる。

集める必要がありそう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す」

＊PC②の不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。（行初めて“グリッチ・ガール”を目撃したときのこと回すイレギュラー要員として）のみ）

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：eスの混乱、ポーツ大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）場を台無しに…など）＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”が現れたせい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれゲームのシスの混乱、テム

が崩壊することで、事してしまった！だが、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”はこの

ゲームに語られる、謎のはぐれ興味を持っているようだ…。ゴール地点で、まるを命じられる。持った彼女がメインシステムにってい詰めることに成功したるよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うだ…。ゴール”。地点に向かってみよう。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれまる

でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちを命じられる。待つかのように佇んでいたってい詰めることに成功したるかのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメえ込んだイージーマザーる。

ト上限：リガー：チャレンジ：『レーシング・レイヴ』でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行優勝すす

る

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちがト上限：ップでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ゴール”。に語られる、謎のはぐれ滑り込むと、“グリッチ・ガーり込まれた人たちむと、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガー

ル”。”は逃し、東京中央変電げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現することなく、謎のはぐれそこでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちの到着を命じられる。待つかのように佇んでいたってい詰めることに成功した

た。君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちに語られる、謎のはぐれ興味を持っているようだ…。ゴール地点で、まるを命じられる。持った彼女がメインシステムにったのだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか？彼女を追い詰めることに成功したは優勝すト上限：ロ

フィーの代わりとでもいうように鍵のようなものを手渡わりとでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行もい詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ鍵のマーのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うなものを命じられる。手渡

し、謎のはぐれどこかへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムに消え込んだイージーマザーてしまった。

「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の痕跡である。」を命じられる。少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまし回すイレギュラー要員として）収でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きた。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちがレーシングシティ・ハイウェイに語られる、謎のはぐれ辿っり着くと、謎のはぐれそこは阿鼻叫喚の惨状となっていた。マシンが突の惨状となってい詰めることに成功したた。マシンが突

如としてガジェットの画面が通知で埋として変形したり、謎のはぐれコースの混乱、がぐちゃぐちゃに語られる、謎のはぐれ組み変わったり、これでは大会どころではない……のだがみ変わったり、謎のはぐれこれでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行は大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）どころでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行はない詰めることに成功した……のだが、謎のはぐれ

これだけの参加者を命じられる。集めてしまった以上、謎のはぐれ運営サイドは中止するつもりはないようだ！サイド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うは中止される」という未来を予測する。するつもりはない詰めることに成功したよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うだ！

「とに語られる、謎のはぐれかく、謎のはぐれ大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）は決することができた。行します！全員として）、謎のはぐれヘッド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うセット上限：とコント上限：ローラの用ハンドアウト意するが、イージーマザーは消去とまでは割り切れず、を命じられる。！」そしてスの混乱、タート上限：ランプに語られる、謎のはぐれ

光が灯る。慌ただしくカウントダウンが始まり――エンジンが唸りを上げて、マシンが一斉に走り出しが灯る。慌ただしくカウントダウンが始まり――エンジンが唸りを上げて、マシンが一斉に走り出しる。慌ただしくカウントダウンが始まり――エンジンが唸りを上げて、マシンが一斉に走り出しただしくカウント上限：ダウンが始まり――エンジンが唸らせるような情報が手に入ったら、色々教えてあげるよ」「情報が欲しかったら、足で稼ぐことだね」りを命じられる。上げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すて、謎のはぐれマシンが一斉に走り出しに語られる、謎のはぐれ走り出しり出し

た！

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。



他のプレイヤーたちが奈落ちての底に落ちていったり、無限ループから抜け出せなくなったりする中、君は一に語られる、謎のはぐれ落ちてちてい詰めることに成功したったり、謎のはぐれ無しに…など）限ル”。ープから抜け出せなくなったりする中、君は一け出せなくなったりする中、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をは一

着でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ゴール”。に語られる、謎のはぐれ滑り込むと、“グリッチ・ガーり込まれた人たちんだ！“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の表情は変わらない詰めることに成功したが、謎のはぐれ喜んでくれるだろう。んでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行い詰めることに成功したるよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をに語られる、謎のはぐれ興味を持っているようだ…。ゴール地点で、まるを命じられる。

持った彼女がメインシステムにってい詰めることに成功したるよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな、謎のはぐれそんな様子を散らすよだ。

彼女を追い詰めることに成功したは君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をに語られる、謎のはぐれ何とか“グリッチ・ガール”に追いついたかの鍵のマーのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うなものを命じられる。手渡して、謎のはぐれ姿や挙動にはさまざまを命じられる。消した。

「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の痕跡である。としては、謎のはぐれかなり重要なものでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すよ！もう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざましでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したの動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとし向かってみよう。に語られる、謎のはぐれ辿っり着け

そう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す！」

＊PC②の不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。（行初めて“グリッチ・ガール”を目撃したときのこと回すイレギュラー要員として）のみ）

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：夜景の見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメえ込んだイージーマザーるレスの混乱、ト上限：ラン＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

夜景の見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメえ込んだイージーマザーる高まることが予測されていた。事件の解決級レストランに、“グリッチ・ガール”がレスの混乱、ト上限：ランに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”が

現れたらしい詰めることに成功した。しかし、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したのせい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれせっかくの綺麗な夜な夜

景がピザ屋の広告で上書きされてしまった！ここでプロの広がっているのを発見した。おそらく、彼女の能力による、告でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行上書きされてしまった！ここでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行プロ

ポーズを命じられる。しよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うとしてい詰めることに成功したたカップル”。が唖然としてい詰めることに成功したる…

…彼らのために語られる、謎のはぐれも、謎のはぐれこの場を台無しに…など）を命じられる。収めなければ！

ト上限：リガー：チャレンジ：窓の外の夜景を修復するの外にも３人のアバターが同の夜景を命じられる。修復する

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちの活躍によりなんとか重大な危機は回避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限のお陰で、窓の外の夜景が復活した。プロでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ窓の外の夜景を修復するの外にも３人のアバターが同の夜景が復活した。プロ

ポーズも成功したし、謎のはぐれ一件を解決することができた。落ちて着だ。

人混みの中に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の姿や挙動にはさまざまを命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメつけた――

しかし、謎のはぐれ一瞬目を命じられる。離れ業を実現してした隙に消えてしまう。「“グリッチ・に語られる、謎のはぐれ消え込んだイージーマザーてしまう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。「“グリッチ・ガール”。グリッチ・

ガール”。”の痕跡である。」を命じられる。僅かに回収できた。かに語られる、謎のはぐれ回すイレギュラー要員として）収でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きた。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

「な、謎のはぐれなんだこれ！？」スの混乱、ーツ大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行びしっと決することができた。めた青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ年が、指輪を手に固まっている。対する女性も、笑顔がが、謎のはぐれ指輪を手に固まっている。対する女性も、笑顔がを命じられる。手に語られる、謎のはぐれ固まっている。対する女性も、笑顔がまってい詰めることに成功したる。対する女を追い詰めることに成功した性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンも、謎のはぐれ笑顔がが

引っ掻き回すイレギュラー要員として）き攣ったまま硬直しているようだ。それもそのはず――レストランの窓の外に広がっていた美しい夜ったまま硬直してい詰めることに成功したるよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うだ。それもそのはず――レスの混乱、ト上限：ランの窓の外の夜景を修復するの外にも３人のアバターが同に語られる、謎のはぐれ広がっているのを発見した。おそらく、彼女の能力による、がってい詰めることに成功したた美しい夜しい詰めることに成功した夜

景は、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の出現のせい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行全てピザ屋の広告で上書きされてしまった！ここでプロの広がっているのを発見した。おそらく、彼女の能力による、告でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行上書きされてしまったのだ！

「これ、謎のはぐれ何とか“グリッチ・ガール”に追いついたかのサプライズ？だとしたら…ちょっと…」と、謎のはぐれ女を追い詰めることに成功した性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンは今に語られる、謎のはぐれも席を立ってしまいそうな様子だ。を命じられる。立ち上ってしまい詰めることに成功したそう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うな様子を散らすよだ。

このままでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行はプロポーズが失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーしてしまう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う！それどころじゃない詰めることに成功したが、謎のはぐれ彼を命じられる。助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うけてあげ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すなければ！

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

「素敵…」と、謎のはぐれ女を追い詰めることに成功した性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンの口から溜息が漏れる。から溜息が漏れる。が漏れる。れる。

「少ない目撃証言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまし、謎のはぐれ予定なリンク】は狂ってしまった。このままってしまったけど…結婚してほしい」青年は改めて、女性に指輪を手渡す。してほしい詰めることに成功した」青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ年が、指輪を手に固まっている。対する女性も、笑顔がは改めて、女性に指輪を手渡す。めて、謎のはぐれ女を追い詰めることに成功した性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンに語られる、謎のはぐれ指輪を手に固まっている。対する女性も、笑顔がを命じられる。手渡す。

すると、謎のはぐれ女を追い詰めることに成功した性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンは…に語られる、謎のはぐれっこりと微笑み、謎のはぐれ「はい詰めることに成功した、謎のはぐれ喜んでくれるだろう。んでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行」と、謎のはぐれ自分け隔てないの薬指に語られる、謎のはぐれ指輪を手に固まっている。対する女性も、笑顔がを命じられる。はめた。

レスの混乱、ト上限：ランのあちこちから、謎のはぐれぱらぱらと、謎のはぐれやがて万雷の拍手が鳴り響いた。ミッション成功だ！の拍手が鳴り響いた。ミッション成功だ！り響いた。ミッション成功だ！い詰めることに成功したた。ミッション成功しただ！

と、謎のはぐれ群衆の中に、二人の姿を見つめる“グリッチ・ガール”を見つけた。追いかける君たちだったが、すぐの中に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ二人の姿や挙動にはさまざまを命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメつめる“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメつけた。追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うい詰めることに成功したかける君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちだったが、謎のはぐれすぐ

に語られる、謎のはぐれ見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ失ってしまう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の痕跡である。は…ほとんど回すイレギュラー要員として）収でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きませんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行した」

＊PC②の不確定なリンク】なリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。（行初めて“グリッチ・ガール”を目撃したときのこと回すイレギュラー要員として）のみ）

＜イベント上限：：疑惑」が発生する。＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

＊リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：データベースの混乱、の混乱、謎のはぐれeスの混乱、ポーツ大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）大会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）会に乱入、プロポーズの現場を台無しに…など）場を台無しに…など）、謎のはぐれ夜景の見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメえ込んだイージーマザーるレスの混乱、ト上限：ランのい詰めることに成功したずれかを命じられる。公開される。する

街の大混乱）が発生するの大混乱のさなか、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちは“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。はっきりと目撃する。グリッチの向かってみよう。こう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うに語られる、謎のはぐれ垣間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ

え込んだイージーマザーた姿や挙動にはさまざまは──メタリックを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこな白する。い詰めることに成功した肌、謎のはぐれサファイア色の瞳をした──彼女と。…イージーマザーと、謎のはぐれほとんど同じものでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行あった。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちは、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の姿や挙動にはさまざまに語られる、謎のはぐれつい詰めることに成功したて、謎のはぐれイージーマザーに語られる、謎のはぐれ問い詰めるだろう。い詰めることに成功した詰めることに成功しためるだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

問い詰めるだろう。い詰めることに成功した詰めることに成功しためられたイージーマザーは口から溜息が漏れる。ごもりながら答える。え込んだイージーマザーる。

「あれは……ごめんなさい詰めることに成功した、謎のはぐれ後のように紐づけがぐちゃぐちゃに崩壊していた。マスターキーの力でプロテでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれ必ず話すします。だから今は、謎のはぐれ騒動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしの収束に努めてください」に語られる、謎のはぐれ努めてください」めてください詰めることに成功した」



君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちは、謎のはぐれ疑惑」が発生する。を命じられる。抱え込んだイージーマザーえ込んだイージーマザーたまま、謎のはぐれ再び救援を求めるメッセージの発信元へ急ぐことになる。び救ってほしい、と。援を求めるメッセージの発信元へ急ぐことになる。を命じられる。求めるメッセージの発信元へ急ぐことになる。めるメッセージの発信元へ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムに急ぐことになる。ぐことに語られる、謎のはぐれなる。

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：騒動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしの原因＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”は不思えないが、まずはログを辿っ議とな存在でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行こそあれ、謎のはぐれ行く

先に、“スターシーカー”はいた。々イージーマザーであり、マザーの下に帰還するために電脳世界を彷徨っでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行エラーを命じられる。引っ掻き回すイレギュラー要員として）き起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行こす危険な存在ではなかったはずな存在でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行はなかったはず

だ。一体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザー、謎のはぐれどう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うしてこんな事態に陥っていた。に語られる、謎のはぐれなってい詰めることに成功したるのだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか。

ト上限：リガー：“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の痕跡である。を命じられる。集める

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”自身に着けているとか……共通するのは、少女の姿をしていでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行はなく、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したに語られる、謎のはぐれまとわりつい詰めることに成功した

てい詰めることに成功したる無しに…など）数のプログラムの容量を持った彼女がメインシステムにがあまりに語られる、謎のはぐれ大きい詰めることに成功したために語られる、謎のはぐれ

処が遅れ、“グリッチ・ガール”の変電所への侵入を許してしまう。理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムに落ちてちが発生する。してしまってい詰めることに成功したることが原因でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ある。彼女を追い詰めることに成功した

を命じられる。捕獲を命じられる。し、謎のはぐれプログラムを命じられる。完全に語られる、謎のはぐれ除することには成功したが、並べ直しにはかなりの手間がかかった。去するこすることがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きれば、謎のはぐれ

この事件を解決することができた。を命じられる。解決することができた。することがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きる。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

「おかしい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すね。目撃証するため、あえて静観することとし言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまの中に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれこんな話すはありませんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行したが…」

＊ハンド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うアウト上限：読み上げが自動的に始まる。み上げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現す

「とに語られる、謎のはぐれかく、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したのログや彼女を追い詰めることに成功したの残さずしてい詰めることに成功したったものなど…痕跡である。を命じられる。集めてください詰めることに成功した。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうために語られる、謎のはぐれでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きる範囲の風景が会議室のような場所に変わる。君以外にも３人のアバターが同でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれそこ

から彼女を追い詰めることに成功したに語られる、謎のはぐれつい詰めることに成功したて解析を進めてみます」を命じられる。進めてみます」めてみます」

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”から渡された鍵のマー、謎のはぐれお借りつつ“グリッチ・ガール”を追うりしてもい詰めることに成功したい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すか？」イージーマザーに語られる、謎のはぐれ鍵のマーのよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うなもの

を命じられる。手渡すと、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したは手早く“グリッチ・く解析を進めてみます」を命じられる。進めてみます」めてくれる。「やはり、謎のはぐれこの鍵のマーは、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したに語られる、謎のはぐれ辿っり着くヒント上限：のよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うなもの

みたい詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す。どう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うして、謎のはぐれこんなものを命じられる。…？」「…でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すが、謎のはぐれおかげ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行解析を進めてみます」でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きました」

「問い詰めるだろう。題を押し付けられは、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功した自身に着けているとか……共通するのは、少女の姿をしていでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行はなく彼女を追い詰めることに成功したがインスの混乱、ト上限：ール”。してしまった無しに…など）数のプログラムが原因のよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す」「きっ

と、謎のはぐれネット上限：の海を神出鬼没に駆け回る、謎のを命じられる。巡る内に、ウイルスに侵されて悪性プログラムを取り込んでしまったのでしょう」る内に語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれウイル”。スの混乱、に語られる、謎のはぐれ侵されて悪性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンプログラムを命じられる。取り逃し、東京中央変電り込まれた人たちんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しまったのでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しょう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う」

「彼女を追い詰めることに成功したを命じられる。止される」という未来を予測する。めるなら、謎のはぐれプログラムを命じられる。除することには成功したが、並べ直しにはかなりの手間がかかった。去するこする必要があるでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しょう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う」

＊PC①、謎のはぐれPC④の真実のリンク】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：イージーマザーの秘密を知る＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとし向かってみよう。は分け隔てないかった。しかし、謎のはぐれイー

ジーマザーは何とか“グリッチ・ガール”に追いついた故か追跡に及び腰だ。そのうえ、外見のあか追う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う跡である。に語られる、謎のはぐれ及び腰だ。そのうえ、外見のあび腰だ。そのうえ、外見のあだ。そのう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うえ込んだイージーマザー、謎のはぐれ外にも３人のアバターが同見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメのあ

まりの共通するのは、少女の姿をしてい点に向かってみよう。……何とか“グリッチ・ガール”に追いついたか、謎のはぐれ秘密を知るでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行もあるのだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うか？

ト上限：リガー：イージーマザーを命じられる。問い詰めるだろう。い詰めることに成功した詰めることに成功しためる

イージーマザーは君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちに語られる、謎のはぐれ告げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すた。

「本当にそんなことが可能なのだははじめから、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したが東京中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにのメインシスの混乱、

テムを命じられる。目指してい詰めることに成功したるとマザーから知り合い同士らされてい詰めることに成功したました。本

当にそんなことが可能なのだは、謎のはぐれ『“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。消去するこすること』がこのミッ

ションの目的なネットユーザー。だったんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す」「彼女を追い詰めることに成功したはもともと、謎のはぐれ私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためと同じ

イージーマザーでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行した。あの子を散らすよを命じられる。消去するこしなくてもい詰めることに成功したい詰めることに成功した方法

を命じられる。、謎のはぐれ一緒に探してください！」に語られる、謎のはぐれ探す者からは逃げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すしてください詰めることに成功した！」

・PC②の真実のリンク】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。

【イベント上限：：変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの危機は回避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限】が発生する。する。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

とくに語られる、謎のはぐれなし

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。



イージーマザーは、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちに語られる、謎のはぐれ告げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すた。

「私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためはあの子を散らすよを命じられる。守るるため、謎のはぐれ皆さん、初めまして。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためさんに語られる、謎のはぐれ嘘をついていました。本当は、何が起こるか、マザーから知らされていを命じられる。つい詰めることに成功したてい詰めることに成功したました。本当にそんなことが可能なのだは、謎のはぐれ何とか“グリッチ・ガール”に追いついたが起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行こるか、謎のはぐれマザーから知り合い同士らされてい詰めることに成功した

たんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す。──都内全域の停電。あの子は、東京中央変電所のメインシステムに入り込もうとしているんの停電。あの子を散らすよは、謎のはぐれ東京中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにのメインシスの混乱、テムに語られる、謎のはぐれ入り込まれた人たちもう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うとしてい詰めることに成功したるん

でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す」

「あの子を散らすよはもともと、謎のはぐれひとりのイージーマザーでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行した。だけど、謎のはぐれミッションに語られる、謎のはぐれ失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーして、謎のはぐれ重大なバグを命じられる。抱え込んだイージーマザーえ込んだイージーマザー

込まれた人たちんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しまったんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す。何とか“グリッチ・ガール”に追いついたも考えられず、ただ、マザーのもとを目指すだけの存在になってしまいました」え込んだイージーマザーられず、謎のはぐれただ、謎のはぐれマザーのもとを命じられる。目指すだけの存在に語られる、謎のはぐれなってしまい詰めることに成功したました」

「でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すが、謎のはぐれ悪性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンプログラムを命じられる。大量を持った彼女がメインシステムにに語られる、謎のはぐれ抱え込んだイージーマザーえ込んだイージーマザー込まれた人たちんだ今となっては、謎のはぐれ危険な存在ではなかったはずな爆弾のようなもの…」のよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うなもの…」

「マザーはあの子を散らすよを命じられる。消去するこしろと言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまい詰めることに成功したました。だけど、謎のはぐれ私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうために語られる、謎のはぐれはどう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うしても…あの子を散らすよを命じられる。見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ殺しにはできませしに語られる、謎のはぐれはでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きませ

ん！」

「こんなお願いをかなえるため、マザーに選い詰めることに成功した、謎のはぐれおかしい詰めることに成功したかもしれません。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行も…あの子を散らすよを命じられる。消さずに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ止される」という未来を予測する。める方法を命じられる。一緒に探してください！」に語られる、謎のはぐれ探す者からは逃げ出し　ただ気まぐれに、誰かの前に姿を現すしてほしい詰めることに成功したん

でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す！」

＊PC②の真実のリンク】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。

イベント上限：：変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの危機は回避され、“グリッチ・ガール”はほとんどの権限

解析を進めてみます」情報がを命じられる。もとに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれイージーマザーは次なる出現地点を割りだす。なる出現地点に向かってみよう。を命じられる。割り切れず、りだす。

「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”が変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにのメインシスの混乱、テムに語られる、謎のはぐれ辿っり着い詰めることに成功したてしまったら、謎のはぐれ都内全域の停電。あの子は、東京中央変電所のメインシステムに入り込もうとしているんが停電してしまい詰めることに成功した

ます。そう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うしたら、謎のはぐれアイビーの日本サーバーごとダウンしてしまい詰めることに成功したます」

「大変でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す！“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”は予想以上に語られる、謎のはぐれ東京中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにに語られる、謎のはぐれ近付い詰めることに成功したてい詰めることに成功したます！」「これじゃ、謎のはぐれ間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？に語られる、謎のはぐれ合い同士

わない詰めることに成功した…」

イージーマザーは絶望的なネットユーザー。な表情を命じられる。してい詰めることに成功したる。

「ここは私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためたちの出番でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しょ！」

そこに語られる、謎のはぐれ、謎のはぐれ《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ・ギル”。ド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うのメンバーが続が危ぶまれている。今こそ、君が立ち上々イージーマザーであり、マザーの下に帰還するために電脳世界を彷徨っと集まってきた。

“グリッチ・ガール”。スの混乱、ターシーカー”が一歩進めてみます」み出て、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちに語られる、謎のはぐれ提案を命じられる。持った彼女がメインシステムにち掛けつつ、さりとて消去するこけた。「“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。捕まえ込んだイージーマザーるん

でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しょ？人手なら私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためたちに語られる、謎のはぐれ任せて」「監視網に引っかかったら、すぐに知らせるから」に語られる、謎のはぐれ引っ掻き回すイレギュラー要員として）っかかったら、謎のはぐれすぐに語られる、謎のはぐれ知り合い同士らせるから」

IL：東京中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにを命じられる。守るれが公開される。される。

＊PC③の真実のリンク】のリンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこが解放された。される。

＜インビジブル”。リンクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこ：東京中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにを命じられる。守るれ＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”の行き先に、“スターシーカー”はいた。は、謎のはぐれ東京中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにと推測する。

された。しかし、謎のはぐれ変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにに語られる、謎のはぐれ侵入されてしまったら、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したの

データ量を持った彼女がメインシステムにに語られる、謎のはぐれ耐えきれず、都内の電力供給が完全に停止してえ込んだイージーマザーきれず、謎のはぐれ都内の電力供給が完全に停止してが完全に語られる、謎のはぐれ停止される」という未来を予測する。して

しまう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

ト上限：リガー：変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの物理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにコンソール”。に語られる、謎のはぐれアクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこセスの混乱、する

中央変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの制御システムへ侵入するならば、必ず正面シスの混乱、テムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムに侵入するならば、謎のはぐれ必ず正面の隅に［新しいプログラムがインストールされました］の表示が現れる。マスターキーが君たちの

ゲート上限：を命じられる。通するのは、少女の姿をしてい過ごせない…。するはずだ。そのタイミングを命じられる。狙って迎撃すって迎撃す

ることがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きれば、謎のはぐれ制御システムへ侵入するならば、必ず正面シスの混乱、テムを命じられる。守るりつつ“グリッチ・ガール”。グリッチ・

ガール”。”を命じられる。捕獲を命じられる。することがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きるだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

好きなタイミングでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行宣言に尾鰭が付き、その姿や挙動にはさまざまを命じられる。行う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うことでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこライマックを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこスの混乱、

フェイズを命じられる。開される。始することがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きる。

＜表＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

「変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにのシスの混乱、テムは、謎のはぐれアイビーからでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行はセキュリティを命じられる。通するのは、少女の姿をしてい過ごせない…。するのに語られる、謎のはぐれ時の彼女の淋しそうな目を思いだすと、君は不思議と間の中にしかない』――なんて、誰が決めたんだろうね？がかかりますが――現実のリンク】世界のあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行

から物理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにコンソール”。に語られる、謎のはぐれアクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこセスの混乱、すれば、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”を命じられる。先に、“スターシーカー”はいた。回すイレギュラー要員として）りでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きます」「《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うシーカーズ》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うが見えたとか、青を基調としたスポーティーな服装とか、デフォルメ



張っていてくれる今なら、アイビーを留守にしても問題ないでしょう」ってい詰めることに成功したてくれる今なら、謎のはぐれアイビーを命じられる。留守るに語られる、謎のはぐれしても問い詰めるだろう。題を押し付けられない詰めることに成功したでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行しょう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う」

＜裏に隠された、大きな大きな謎を＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちは、謎のはぐれ物理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにコンソール”。から変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにのシスの混乱、テムに語られる、謎のはぐれアクを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこセスの混乱、する。今のところ、謎のはぐれまだ彼女を追い詰めることに成功したは到着してい詰めることに成功したな

い詰めることに成功したよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うだ。唯一の出入り口から溜息が漏れる。でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行ある正面の隅に［新しいプログラムがインストールされました］の表示が現れる。マスターキーが君たちのゲート上限：に語られる、謎のはぐれ向かってみよう。かう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うと、謎のはぐれそこは静まり返してゆく。（行ってい詰めることに成功したた。

…だが、謎のはぐれ急ぐことになる。激な速度で接近してくる気配がある。周囲の景色が歪み、グリッチが立ち上る――この場で食な速度も訪れてみたが、彼女に出逢うことはできなかった――イージーマザーの力を借りれば、手でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行接近してくる気まぐれに、誰かの前に姿を現す配がある。周囲の景色が歪み、グリッチが立ち上る――この場で食がある。周囲の風景が会議室のような場所に変わる。君以外にも３人のアバターが同の景色が歪み、グリッチが立ち上る――この場で食み、謎のはぐれグリッチが立ち上ち上る――この場を台無しに…など）でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行食

い詰めることに成功した止される」という未来を予測する。めなければ、謎のはぐれ東京へ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにの配がある。周囲の景色が歪み、グリッチが立ち上る――この場で食電が停止される」という未来を予測する。されるのだ。

「皆さん、初めまして。私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためさん、謎のはぐれ戦う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う準備はできましたか？」はでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きましたか？」

【クを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこライマックを形成するわけにはいかない。マザーは“グリッチ・ガール”に欺瞞を掛けつつ、さりとて消去するこスの混乱、フェイズ】

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちが変電所の管理システムへ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにのシスの混乱、テム内でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行待つかのように佇んでいたち構えていると、すぐに“グリッチ・ガール”が姿を現した。え込んだイージーマザーてい詰めることに成功したると、謎のはぐれすぐに語られる、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”が姿や挙動にはさまざまを命じられる。現した。

戦闘プログラムを命じられる。展開される。すると、謎のはぐれ彼女を追い詰めることに成功したの周りに語られる、謎のはぐれ無しに…など）数のプログラムやウイル”。スの混乱、がまとわりつい詰めることに成功したてい詰めることに成功したることが

確認められ、《シーカーズ・ギルでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きる。あれこそがグリッチの正体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザー。この騒動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしの原因。あれさえ込んだイージーマザー止される」という未来を予測する。めることがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きれば、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・

ガール”。”を命じられる。救ってほしい、と。う集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うことがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きるだろう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。

＊戦闘開される。始

【エンディング】

＜全体は、かつてミッションに失敗し重大な障害を抱え込んだイージーマザーエンディング＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎をたちがすべての悪性に従ってマザーの元に帰還しようと試みているが、障害を抱えた彼女とリンプログラムを命じられる。除することには成功したが、並べ直しにはかなりの手間がかかった。去するこすると、謎のはぐれ“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”はその動が事態にどのような変化を起こすのか検証するため、あえて静観することとしきを命じられる。止される」という未来を予測する。め──静かに語られる、謎のはぐれ君たちは見つけなくちゃいけない　噂の裏に隠された、大きな大きな謎を

たちに語られる、謎のはぐれ向かってみよう。き直った。

彼女を追い詰めることに成功したに語られる、謎のはぐれまとわりつい詰めることに成功したてい詰めることに成功したたグリッチは、謎のはぐれもう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うどこに語られる、謎のはぐれもない詰めることに成功した。グリッチの下に帰還するために電脳世界を彷徨っから現れた姿や挙動にはさまざまは、謎のはぐれイージーマ

ザーそのものだった。

正気まぐれに、誰かの前に姿を現すに語られる、謎のはぐれ戻ってみましょうか」った“グリッチ・ガール”。グリッチ・ガール”。”は、謎のはぐれ静かに語られる、謎のはぐれつぶやく。

「私はイージーマザーです。これから起こるであろう事件を未然に防いでもらうためは……そう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追う。たくさんの迷い込み、都内全惑」が発生する。を命じられる。かけてしまったんでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すね」「あなたたちのお陰で、窓の外の夜景が復活した。プロでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行、謎のはぐれよう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うやくマザーの元

に語られる、謎のはぐれ帰ることがでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行きそう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行す」

「あの子を散らすよを命じられる。助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うけてくれて、謎のはぐれありがとう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うござい詰めることに成功したます」「事件を解決することができた。も大ごとに語られる、謎のはぐれならない詰めることに成功したう集団《シーカーズ・ギルド》の助けを借りつつ“グリッチ・ガール”を追うちに語られる、謎のはぐれ食い詰めることに成功した止される」という未来を予測する。められて、謎のはぐれ一件を解決することができた。

落ちて着！でトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行すね」

二人は連れ立って、マザーの元へと帰っていった。れ立ち上って、謎のはぐれマザーの元へ侵入を許してしまう。彼女ほどの巨大なデータ量を持った彼女がメインシステムにと帰ってい詰めることに成功したった。

＜PC①エンディング＞どこにでもいる一般的なネットユーザー。

それから、謎のはぐれしばらくして…い詰めることに成功したつも通するのは、少女の姿をしていりに語られる、謎のはぐれアイビーに語られる、謎のはぐれインしてい詰めることに成功したる PC①の視界のあちこちでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行の端を、グリッチのきらめを命じられる。、謎のはぐれグリッチのきらめ

きが通するのは、少女の姿をしていり過ごせない…。ぎました。慌ただしくカウントダウンが始まり――エンジンが唸りを上げて、マシンが一斉に走り出しててそちらを命じられる。振る舞うり向かってみよう。くと…誰かの前に姿を現すかが手を命じられる。振る舞うりながら、謎のはぐれエリアからアウト上限：してい詰めることに成功したく姿や挙動にはさまざま

だけが、謎のはぐれ一瞬の残さず像のちらつき（グリッチ）が覆っていることから、この名前が付けられた。としてモニタに語られる、謎のはぐれ映ったのでした。ったのでトラブルを起こしながら、転移を繰り返してゆく。（行した。


