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PC①　ハンドアウトハンドアウト PC①　ハンドアウト不確定なリンクなリンクリンク PC①　ハンドアウトハンドアウト２ PC①　ハンドアウトリンク

＜概要＞
どこにでもいる一般的なネットユー一般的なネットユーなネットユーネットユー
ザー。PC②～④とは知り合い同士とは知り合い同士知り合い同士り合い同士合い同士い同士

＜おすすめのタイプ＞タイプ＞
正義感が強く、分け隔てないが強く、分け隔てない強く、分け隔てないく、分け隔てない分け隔てないけ隔てない隔てないてなネットユーい

＜トリガー＞？？？に会うう

あなネットユーたは知り合い同士かつて、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””
を目撃したことがある。目撃したことがある。したことが強く、分け隔てないある一般的なネットユー。
手掛かりがあるとも思えないが、まかり合い同士が強く、分け隔てないある一般的なネットユーとも思えないが、まえなネットユーいが強く、分け隔てない、分け隔てないま
ずは知り合い同士ログを目撃したことがある。辿って、目撃地点に向かって、分け隔てない目撃したことがある。地点に向かに向かか
ってみよう。

・インビジブル”リンク：「PC①のタイプ＞遭遇
地点に向か」が公開される。が強く、分け隔てない公開される。される一般的なネットユー。

＜トリガー＞
？？？のタイプ＞正体を知るを目撃したことがある。知り合い同士る一般的なネットユー

君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士、分け隔てない初めて“グリッチ・ガール”を目めて“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””を目撃したことがある。目
撃したことがある。したときのタイプ＞ことを目撃したことがある。思えないが、まい出した。した。
あのタイプ＞時の彼女の淋しそうな目を思のタイプ＞彼女の淋しそうな目を思のタイプ＞淋しそうな目を思しそうなネットユー目を目撃したことがある。思えないが、ま
いだすと、分け隔てない君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士不思えないが、ま議と心を締め付と心を締め付を目撃したことがある。締め付め付
け隔てないられる一般的なネットユーようなネットユー気持ちになる…君はちになネットユーる一般的なネットユー…君は君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士
、分け隔てない彼女の淋しそうな目を思を目撃したことがある。救いたいと思っていることにいたいと思えないが、まっている一般的なネットユーことに
気付いた。
君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””を目撃したことがある。救いたいと思っていることにうため
、分け隔てないマザーに選ばれたのだ。ばれたのタイプ＞だ。

L　I　N　K L　I　N　K

PC②　ハンドアウトハンドアウト PC②　ハンドアウト不確定なリンクなリンクリンク PC②　ハンドアウトハンドアウト２ PC②　ハンドアウトリンク

＜概要＞
どこにでもいる一般的なネットユー一般的なネットユーなネットユーネットユー
ザー。エージェントに憧れている。れている一般的なネットユー。

＜おすすめのタイプ＞タイプ＞
恩義に篤く、憧れやすいく、分け隔てない憧れている。れやすい

＜トリガー＞
？？？を目撃したことがある。解決するする一般的なネットユー

あなネットユーたは知り合い同士かつて、分け隔てない電脳世界で事件にで事件にに
巻き込まれかけた際にエージェントき込まれかけた際にエージェントまれかけ隔てないた際にエージェントにエージェント
のタイプ＞一団に救われた。その経験から、に救いたいと思っていることにわれた。そのタイプ＞経験から、から、分け隔てない
エージェントと、分け隔てないそしてイージーマザ
ーに憧れている。れを目撃したことがある。持ちになる…君はっている一般的なネットユー。そんなネットユーあなネットユー
ただからこそ、分け隔てない気付くことが強く、分け隔てないある一般的なネットユー…君は。

・イベント：「疑惑」が発生する。」が公開される。が強く、分け隔てない発生する。する一般的なネットユー。

＜トリガー＞
？？？のタイプ＞秘密を知るを目撃したことがある。知り合い同士る一般的なネットユー

イージーマザーは知り合い同士、分け隔てない今回の事件に心のタイプ＞事件にに心を締め付
を目撃したことがある。痛め、深く苦悩している。しかし、だめ、分け隔てない深く苦悩している。しかし、だく苦悩している。しかし、だしている一般的なネットユー。しかし、分け隔てないだ
からこそ、分け隔てない彼女の淋しそうな目を思に恩を目撃したことがある。返すチャンスすチャンス
ともいえる一般的なネットユー。“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””を目撃したことがある。救いたいと思っていることに
うことが強く、分け隔てないできれば、分け隔てないきっと彼女の淋しそうな目を思は知り合い同士喜んん
でくれる一般的なネットユーだろう。
君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士、分け隔てないイージーマザーのタイプ＞願いを叶えいを目撃したことがある。叶ええ
る一般的なネットユーため、分け隔てないマザーに選ばれたのだ。ばれたのタイプ＞だ。
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PC③　ハンドアウトハンドアウト PC③　ハンドアウト不確定なリンクなリンクリンク PC③　ハンドアウトハンドアウト２ PC③　ハンドアウトリンク

＜概要＞
どこにでもいる一般的なネットユー一般的なネットユーなネットユーネット中毒
者。アイビーが強く、分け隔てないなネットユーいと生する。きていけ隔てないなネットユー
い。

＜おすすめのタイプ＞タイプ＞
ネット上では元気だが、リアルではでは知り合い同士元気だが強く、分け隔てない、分け隔てないリアル”では知り合い同士
シャイ。

＜トリガー＞
？？？が強く、分け隔てない発生する。する一般的なネットユー

君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士アイビーでのタイプ＞生する。活を愛しているを目撃したことがある。愛しているしている一般的なネットユー
。それなネットユーくしては知り合い同士生する。きていけ隔てないなネットユーいほど
に…君は…君はそれなネットユーのタイプ＞に、分け隔てないこのタイプ＞騒動のせいのタイプ＞せい
で、分け隔てないアイビー自体を知るのタイプ＞存続が危ぶまれが強く、分け隔てない危ぶまれぶまれ
ている一般的なネットユー。今こそ、分け隔てない君は、初めて“グリッチ・ガール”を目が強く、分け隔てない立ち上がらねばち上では元気だが、リアルではが強く、分け隔てないらねば
なネットユーらなネットユーい。

＜トリガー＞
？？？が強く、分け隔てない発生する。する一般的なネットユー

東京中央変電所の停止――このまのタイプ＞停止――このタイプ＞ま
までは知り合い同士、分け隔てないアイビーのタイプ＞JAPANサーバー
ごと停止してしまう！そんなネットユーことに
なネットユーってしまったら、分け隔てないアイビーのタイプ＞復旧作
業にはかなりの期間がかかるだろには知り合い同士かなネットユーり合い同士のタイプ＞期間がかかるだろが強く、分け隔てないかかる一般的なネットユーだろ
う。それだけ隔てないは知り合い同士避けなくてはならないけ隔てないなネットユーくては知り合い同士なネットユーらなネットユーい
。
君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士、分け隔てないアイビーと、分け隔てないそしてアイビー内
でのタイプ＞君は、初めて“グリッチ・ガール”を目のタイプ＞生する。活を愛しているを目撃したことがある。守るためにマザーる一般的なネットユーためにマザー
に選ばれたのだ。ばれたのタイプ＞だ。
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PC④　ハンドアウトハンドアウト PC④　ハンドアウト不確定なリンクなリンクリンク PC④　ハンドアウトハンドアウト２ PC④　ハンドアウトリンク

＜概要＞
都市伝説愛している好家集団に救われた。その経験から、《シーカーズ・シーカーズ・
ギル”ド》の一員。ネット上の都市伝説》の一員。ネット上の都市伝説のタイプ＞一員。ネット上では元気だが、リアルではのタイプ＞都市伝説
に精通している。している一般的なネットユー。

＜おすすめのタイプ＞タイプ＞
知り合い同士識欲旺盛で完璧主義。で完璧主義。

＜トリガー＞
？？？に会うう

あなネットユーたは知り合い同士《シーカーズ・シーカーズ・ギル”ド》の一員。ネット上の都市伝説》の一員。ネット上の都市伝説のタイプ＞リー
ダーである一般的なネットユー“グリッチ・ガール”スターシーカー”に心を締め付
酔している。している一般的なネットユー。
エージェントのタイプ＞権限を使えば、彼女を目撃したことがある。使えば、彼女えば、分け隔てない彼女の淋しそうな目を思
を目撃したことがある。驚かすような情報が得られるかもかすようなネットユー情報が得られるかもが強く、分け隔てない得られるかもられる一般的なネットユーかも
しれなネットユーい。

＜トリガー＞
？？？のタイプ＞正体を知るを目撃したことがある。知り合い同士る一般的なネットユー

君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士、分け隔てない今回の事件に心のタイプ＞事件にでのタイプ＞功績が認めが強く、分け隔てない認めめ
られ、分け隔てない《シーカーズ・シーカーズ・ギル”ド》の一員。ネット上の都市伝説》の一員。ネット上の都市伝説でのタイプ＞地位
が強く、分け隔てない高まることが予測されていた。事まる一般的なネットユーことが強く、分け隔てない予測されていた。事されていた。事
件にのタイプ＞解決するは知り合い同士、分け隔てない君は、初めて“グリッチ・ガール”を目にとってもマザーに
とってもプラスになネットユーる一般的なネットユーということだ。
君は、初めて“グリッチ・ガール”を目は知り合い同士、分け隔てない都市伝説に対する熱意を認する一般的なネットユー熱意を認を目撃したことがある。認め
められてマザーに選ばれたのだ。ばれたのタイプ＞だ。そ
のタイプ＞知り合い同士識を目撃したことがある。存分け隔てないに活を愛しているかして、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ
・ガール””を目撃したことがある。止める一般的なネットユーのタイプ＞だ！
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“スターシーカー” “グリッチ・ガール”の目撃情報目撃情報

Invisible link Invisible link

データベースの目撃情報混乱
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都市伝説を目撃したことがある。追いかけるグループ《シいかけ隔てないる一般的なネットユーグル”ープ《シーカーズ・シ
ーカーズ・ギル”ド》の一員。ネット上の都市伝説》の一員。ネット上の都市伝説。
ネット上では元気だが、リアルではのタイプ＞あらゆる一般的なネットユー都市伝説を目撃したことがある。収集
する一般的なネットユー、分け隔てない奇人変人のタイプ＞集まり合い同士だ。
そのタイプ＞本拠地にやってきたキミたちはたちは知り合い同士
、分け隔てないイージーマザーのタイプ＞指示に従い、“スに従い、“スい、分け隔てない“グリッチ・ガール”ス
ターシーカー”という名のアバターのタイプ＞アバター
に会うわなネットユーけ隔てないればなネットユーらなネットユーい。
トリガー：“グリッチ・ガール”スターシーカー”と話すす

※手番消費なしなネットユーし

“グリッチ・ガール”スターシーカー”は知り合い同士“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””
について、分け隔てない以下のように語った。のタイプ＞ように語った。った。
“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””は知り合い同士、分け隔てないネット上では元気だが、リアルではで非常にに
有名のアバターなネットユー都市伝説である一般的なネットユー。まる一般的なネットユーで自我をを目撃したことがある。
持ちになる…君はっている一般的なネットユーかのタイプ＞ように振る舞う「移動する一般的なネットユー舞う「移動すう「移動のせいす
る一般的なネットユーAI」が公開される。であり合い同士、分け隔てない誰もが捕まえようと試みてもが強く、分け隔てない捕まえようと試みてまえようと試みてみて
は知り合い同士失敗してきた。してきた。

*PC①、分け隔てないPC④とは知り合い同士のタイプ＞不確定なリンクが解放なネットユーリンクが強く、分け隔てない解放
される一般的なネットユー。
【IL：“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞目撃したことがある。情報が得られるかも】【IL：
PC①のタイプ＞遭遇地点に向か】が強く、分け隔てない公開される。される一般的なネットユー。

アイビーのタイプ＞あちこちで手分け隔てないけ隔てないを目撃したことがある。して
“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞聞き込みを行き込まれかけた際にエージェントみを目撃したことがある。行
う。「絶対する熱意を認に捕まえようと試みてまえられなネットユーい」が公開される。という噂
だが強く、分け隔てない、分け隔てない果たして、彼女を一目でも見たたして、分け隔てない彼女の淋しそうな目を思を目撃したことがある。一目でも見たた
ことのタイプ＞ある一般的なネットユーユーザーは知り合い同士いる一般的なネットユーのタイプ＞だろう
か？

トリガー：アイビーのタイプ＞メインエリアで
聞き込みを行き込まれかけた際にエージェントみを目撃したことがある。行う

人のタイプ＞最も集まるメインエリアで聞きも集まる一般的なネットユーメインエリアで聞き込みを行き
込まれかけた際にエージェントみを目撃したことがある。してみる一般的なネットユーと、分け隔てない時の彼女の淋しそうな目を思折、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・
ガール””を目撃したことがある。見たたことが強く、分け隔てないある一般的なネットユーという声
が強く、分け隔てないちらほらと聞き込みを行こえる一般的なネットユー。
共通している。点に向かは知り合い同士、分け隔てない「入れるはずのない場所れる一般的なネットユーは知り合い同士ずのタイプ＞なネットユーい場所の停止――このま
にいる一般的なネットユーこと」が公開される。「あっという間がかかるだろに消えてい
る一般的なネットユーこと」が公開される。――神出した。鬼没ななネットユーAIだといわ
れている一般的なネットユーが強く、分け隔てない、分け隔てない本当にそんなことが可にそんなネットユーことが強く、分け隔てない可
能なのだろうか。なネットユーのタイプ＞だろうか。
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PC①の目撃情報遭遇地点

PC①のタイプ＞行動のせいログから、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・ガ
ール””のタイプ＞目撃したことがある。地点に向かと日時の彼女の淋しそうな目を思を目撃したことがある。割り出しり合い同士出した。し
た。そのタイプ＞周辺を詳細に調査してみれを目撃したことがある。詳細に調査してみれに調査してみれしてみれ
ば、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞足取りを掴り合い同士を目撃したことがある。掴
める一般的なネットユーだろうか。

トリガー：チャレンジ：周辺を詳細に調査してみれエリアのタイプ＞
調査してみれを目撃したことがある。行う

詳細に調査してみれなネットユーサーチを目撃したことがある。行うと、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・ガ
ール””が強く、分け隔てないいたと推定なリンクが解放される一般的なネットユー場所の停止――このまに、分け隔てない
あらゆる一般的なネットユーログが強く、分け隔てない完全に抹消されたに抹消された
空白が広がっているのを発見した。が強く、分け隔てない広がっているのを発見した。が強く、分け隔てないっている一般的なネットユーのタイプ＞を目撃したことがある。発見たした。
おそらく、分け隔てない彼女の淋しそうな目を思のタイプ＞能なのだろうか。力による、隠ぺいによる一般的なネットユー、分け隔てない隠ぺいぺい
のタイプ＞痕跡である。である一般的なネットユー。

“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””が強く、分け隔てない侵入れるはずのない場所したこと
が強く、分け隔てない原因で、市民データベースとアバで、分け隔てない市民データベースとアバデータベースとアバ
ターのタイプ＞紐づけが狂ってしまった。こづけ隔てないが強く、分け隔てない狂ってしまった。こってしまった。こ
のタイプ＞ままでは知り合い同士、分け隔てない生する。活を愛しているに支障が出るかもが強く、分け隔てない出した。る一般的なネットユーかも
しれなネットユーい。早く“グリッチ・ガール”をく“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””を目撃したことがある。
追いかけるグループ《シいかけ隔てないたいところだが強く、分け隔てない、分け隔てない困っていってい
る一般的なネットユー役所の停止――このまのタイプ＞職員さんも見た過ごせないごせなネットユーい
…君は。

トリガー：チャレンジ：住民データベースとアバ台帳デーデー
タを目撃したことがある。正しく並べ直すべ直す直すす

“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””が強く、分け隔てない通している。り合い同士過ごせないぎた爪
痕が強く、分け隔てない、分け隔てないデータのタイプ＞上では元気だが、リアルではにくっきり合い同士と残されされ
ている一般的なネットユー。何かの意図があるというよかのタイプ＞意を認図があるというよが強く、分け隔てないある一般的なネットユーというよ
り合い同士も、分け隔てない無作為に掻き回されたようなに掻き回されたようなき回の事件に心されたようなネットユー
印象を受ける。を目撃したことがある。受ける。け隔てないる一般的なネットユー。
君は、初めて“グリッチ・ガール”を目たちが強く、分け隔てないデータを目撃したことがある。修復する一般的なネットユーと、分け隔てない役所の停止――このま
職員からいたく感が強く、分け隔てない謝をされた。を目撃したことがある。された。
「“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞痕跡である。」が公開される。を目撃したことがある。少しし
回の事件に心収できた。
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eスポーツ大会会場大会会場

“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””が強く、分け隔てない現れたせいでれたせいで
、分け隔てないゲームのシステムが崩壊してしまのタイプ＞システムのシステムが崩壊してしまが強く、分け隔てない崩壊してしましてしま
った！だが強く、分け隔てない、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””は知り合い同士こ
のタイプ＞ゲームのシステムが崩壊してしまに興味を持っているようだを目撃したことがある。持ちになる…君はっている一般的なネットユーようだ
…君は。ゴール”地点に向かで、分け隔てないまる一般的なネットユーで君は、初めて“グリッチ・ガール”を目たちを目撃したことがある。待
っている一般的なネットユーかのタイプ＞ように見たえる一般的なネットユー。

トリガー：チャレンジ：『レーシング・レ
イヴ』で優勝するで優勝するする一般的なネットユー

君は、初めて“グリッチ・ガール”を目たちが強く、分け隔てないトップでゴール”に滑り込むり合い同士込まれかけた際にエージェントむ
と、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””は知り合い同士逃げることげる一般的なネットユーこと
なネットユーく、分け隔てないそこで君は、初めて“グリッチ・ガール”を目たちのタイプ＞到着を待っていを目撃したことがある。待ってい
た。君は、初めて“グリッチ・ガール”を目たちに興味を持っているようだを目撃したことがある。持ちになる…君はったのタイプ＞だろう
か？彼女の淋しそうな目を思は知り合い同士優勝するトロフィーのタイプ＞代わりわり合い同士
とでもいうように鍵のようなものを手のタイプ＞ようなネットユーものタイプ＞を目撃したことがある。手
渡し、どこかへ消えてしまった。し、分け隔てないどこかへ消えてしまった。消えてしまった。
「“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞痕跡である。」が公開される。を目撃したことがある。少しし
回の事件に心収できた。

夜景の見える高級レストランに、“グのタイプ＞見たえる一般的なネットユー高まることが予測されていた。事級レストランに、“グレストランに、分け隔てない“グリッチ・ガール”グ
リッチ・ガール””が強く、分け隔てない現れたせいでれたらしい。しか
し、分け隔てない彼女の淋しそうな目を思のタイプ＞せいで、分け隔てないせっかくのタイプ＞綺麗ななネットユー
夜景の見える高級レストランに、“グが強く、分け隔てないピザ屋の広告で上書きされのタイプ＞広がっているのを発見した。告で上書きされで上では元気だが、リアルでは書きされきされ
てしまった！ここでプロポーズを目撃したことがある。し
ようとしていたカップル”が強く、分け隔てない唖然としてとして
いる一般的なネットユー…君は…君は彼らのタイプ＞ためにも、分け隔てないこのタイプ＞場を目撃したことがある。
収めなネットユーけ隔てないれば！

トリガー：チャレンジ：窓の外の夜景のタイプ＞外の夜景のタイプ＞夜景の見える高級レストランに、“グ
を目撃したことがある。修復する一般的なネットユー

君は、初めて“グリッチ・ガール”を目たちのタイプ＞活を愛している躍のお陰で、窓の外ののタイプ＞お陰で、窓の外ので、分け隔てない窓の外の夜景のタイプ＞外の夜景のタイプ＞
夜景の見える高級レストランに、“グが強く、分け隔てない復活を愛しているした。プロポーズも成功
し、分け隔てない一件に落着を待っていだ。
人混みの中に、“グリッチ・ガール”みのタイプ＞中に、分け隔てない“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””
のタイプ＞姿を見つけた――しかし、一瞬目を目撃したことがある。見たつけ隔てないた――しかし、分け隔てない一瞬目
を目撃したことがある。離した隙に消えてしまう。した隙に消えてしまう。に消えてしまう。
「“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞痕跡である。」が公開される。を目撃したことがある。僅かか
に回の事件に心収できた。
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騒動の原因の目撃情報原因

“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””は知り合い同士不思えないが、ま議と心を締め付なネットユー存在
でこそあれ、分け隔てない行く先々でエラーを引きでエラーを目撃したことがある。引きき
起こす危険な存在ではなかったはこす危ぶまれ険な存在ではなかったはなネットユー存在では知り合い同士なネットユーかったは知り合い同士
ずだ。一体を知る、分け隔てないどうしてこんなネットユー事態になになネットユー
っている一般的なネットユーのタイプ＞だろうか。

トリガー：“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞痕跡である。
を目撃したことがある。集める一般的なネットユー

“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””自身ではなく、彼では知り合い同士なネットユーく、分け隔てない彼
女の淋しそうな目を思にまとわり合い同士ついている一般的なネットユー無数のプロのタイプ＞プロ
グラムのシステムが崩壊してしまのタイプ＞容量があまりに大きいたが強く、分け隔てないあまり合い同士に大きいたきいた
めに処理落ちが強く、分け隔てない発生する。してしまってい
る一般的なネットユーことが強く、分け隔てない原因で、市民データベースとアバである一般的なネットユー。彼女の淋しそうな目を思を目撃したことがある。捕まえようと試みて獲し、し、分け隔てない
プログラムのシステムが崩壊してしまを目撃したことがある。完全に抹消されたに除去することがする一般的なネットユーことが強く、分け隔てない
できれば、分け隔てないこのタイプ＞事件にを目撃したことがある。解決するする一般的なネットユーこと
が強く、分け隔てないできる一般的なネットユー。

*PC①、分け隔てないPC④とは知り合い同士のタイプ＞真実のリンクが解のタイプ＞リンクが強く、分け隔てない解
放される一般的なネットユー。

“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞動のせい向かは知り合い同士分け隔てないかっ
た。しかし、分け隔てないイージーマザーは知り合い同士何かの意図があるというよ故かか
追いかけるグループ《シ跡である。に及び腰だ。そのうえ、外見のび腰だ。そのうえ、外見の腰だ。そのうえ、外見のだ。そのタイプ＞うえ、分け隔てない外の夜景見たのタイプ＞
あまり合い同士のタイプ＞共通している。点に向か…君は…君は何かの意図があるというよか、分け隔てない秘密を知るでも
ある一般的なネットユーのタイプ＞だろうか？

トリガー：イージーマザーを目撃したことがある。問い詰い詰
める一般的なネットユー

イージーマザーは知り合い同士君は、初めて“グリッチ・ガール”を目たちに告で上書きされげた。
「本当にそんなことが可は知り合い同士は知り合い同士じめから、分け隔てない彼女の淋しそうな目を思が強く、分け隔てない東京中央
変電所の停止――このまのタイプ＞メインシステムのシステムが崩壊してしまを目撃したことがある。目指してい
る一般的なネットユーとマザーから知り合い同士らされていました。本
当にそんなことが可は知り合い同士、分け隔てない『“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””を目撃したことがある。消去することがする一般的なネットユーこ
と』で優勝するが強く、分け隔てないこのタイプ＞ミたちはッションのタイプ＞目的なネットユーだったんです」が公開される。
「彼女の淋しそうな目を思は知り合い同士もともと、分け隔てない私と同じイージーマザと同じイージーマザ
ーでした。あのタイプ＞子を消去しなくてもいいを目撃したことがある。消去することがしなネットユーくてもいい
方法を、一緒に探してください！」を目撃したことがある。、分け隔てない一緒に探してください！」に探してください！」してください！」が公開される。

*PC②のタイプ＞真実のリンクが解のタイプ＞リンクが強く、分け隔てない解放される一般的なネットユー
【イベント：変電所の停止――このまのタイプ＞危ぶまれ機】が発生する】が強く、分け隔てない発生する。する一般的なネットユー



Invisible link

“グリッチ・ガール”

L　I　N　K T　ハンドアウトI　ハンドアウトP　ハンドアウトS

東京中央変電所を守れを守れ守れれ

“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””のタイプ＞行き先は知り合い同士、分け隔てない東
京中央変電所の停止――このまと推測されていた。事された。しかし、分け隔てない
変電所の停止――このまに侵入れるはずのない場所されてしまったら、分け隔てない彼
女の淋しそうな目を思のタイプ＞データ量があまりに大きいたに耐えきれず、都内のえきれず、分け隔てない都内のタイプ＞
電力による、隠ぺい供給が完全に停止してしまう。が強く、分け隔てない完全に抹消されたに停止してしまう。

トリガー：変電所の停止――このまのタイプ＞物理コンソール”
にアクセスする一般的なネットユー

中央変電所の停止――このまのタイプ＞制御システムへ侵入システムのシステムが崩壊してしまへ消えてしまった。侵入れるはずのない場所
する一般的なネットユーなネットユーらば、分け隔てない必ず正面ゲートを通過ず正面ゲートを通過ゲートを目撃したことがある。通している。過ごせない
する一般的なネットユーは知り合い同士ずだ。そのタイプ＞タイミたちはングを目撃したことがある。狙ってって
迎撃したことがある。する一般的なネットユーことが強く、分け隔てないできれば、分け隔てない制御システムへ侵入シス
テムのシステムが崩壊してしまを目撃したことがある。守るためにマザーり合い同士つつ“グリッチ・ガール”グリッチ・ガール””
を目撃したことがある。捕まえようと試みて獲し、する一般的なネットユーことが強く、分け隔てないできる一般的なネットユーだろう。

好きなネットユータイミたちはングで宣言を行うことでを目撃したことがある。行うことで
、分け隔てないクライマックスフェイズを目撃したことがある。開される。始するする一般的なネットユー
ことが強く、分け隔てないできる一般的なネットユー。

ネットのタイプ＞海を神出鬼没に駆け回る、謎のを目撃したことがある。神出した。鬼没なに駆け回る、謎のけ隔てない回の事件に心る一般的なネットユー、分け隔てない謎ののタイプ＞
AI。数のプロ少しなネットユーい目撃したことがある。証言を行うことでに尾鰭が付き、そが強く、分け隔てない付き、分け隔てないそ
のタイプ＞姿を見つけた――しかし、一瞬目や挙動のせいには知り合い同士さまざまなネットユー異説が強く、分け隔てないある一般的なネットユー
。
白が広がっているのを発見した。いロングヘアだとか、分け隔てない幽霊のように見のタイプ＞ように見た
えたとか、分け隔てない青を基調としたスポーティーを目撃したことがある。基調としたスポーティー
なネットユー服装とか、デフォルメされたように大とか、分け隔てないデフォル”メされたように大きいた
きなネットユーグローブとスニーカーを目撃したことがある。身ではなく、彼に着を待っていけ隔てない
ている一般的なネットユーとか…君は…君は共通している。する一般的なネットユーのタイプ＞は知り合い同士、分け隔てない少し女の淋しそうな目を思のタイプ＞
姿を見つけた――しかし、一瞬目を目撃したことがある。している一般的なネットユーということくらい。
常にに全に抹消された身ではなく、彼を目撃したことがある。画像のちらつき（グリッチ）のタイプ＞ちらつき（グリッチ）グリッチ）
が強く、分け隔てない覆っていることから、この名前が付けっている一般的なネットユーことから、分け隔てないこのタイプ＞名のアバター前が付けが強く、分け隔てない付け隔てない
られた。
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