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◆このシナリオは何…？ 

 

このシナリオは、「見習い悪魔の TRPG デヴィルズ・アカデミア」と、バーチャル YouTuber

（VTuber）の氷雨サメ子さんのコラボシナリオです。見習い悪魔である PC たちが願いを叶え

に行く〈ターゲット〉の NPC として彼女が登場します。 

 

「同人 TRPG 情報局」の配信 MC を務めるなど、TRPG に関わる活動で活躍する彼女の協

力のもと実現した、見習い悪魔たちの物語を、どうぞお楽しみください！ 

 

◆シナリオ・データ 

 

タイトル： 電子の海から、笑顔よ届け！ 

プレイヤー人数： ３～４人 

所要時間： ２～３時間程度（キャラクター作成含まず） 

 

概要（GM 向け）： 

このシナリオ「電子の海から、笑顔よ届け！」では、【ターゲットの本当の望み】（→基本ルー

ルブック p.114）のルールを使用します。このルールは、当該ページにある通り、少しシナリオ

の難易度を上昇させますので、ご承知ください。 

  

シナリオ中で登場する〈ターゲット〉の NPC は、バーチャル YouTuber（VTuber）である、

「氷雨サメ子」という少女です。 

彼女は某有名企業所属の VTuber になることを目指しています。PC たちと出会う以前にも不思

議な悪魔と出会っていたらしく、悪魔との契約のことはすぐに信じてくれ「企業所属の VTuber

になる」という願いを語ります。 

 

願いもはっきりしていて、叶える方法も、悪魔たちの力をもってすれば難しくなさそう。 

これは簡単な実習に思えましたが… 

 

 …本当に、それでいいのでしょうか？ 

 

 電子の海から笑顔と元気を届ける、その背景にある彼女の想いに触れる。 

そんな小悪魔たちの物語をここに紡ぎましょう。 

 

 

         はじめに 
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◆登場 NPC 

 

氷雨サメ子（?？歳／女性） 
 

このシナリオの〈ターゲット〉である VTuber の少女。

VTuber 事務所「響乃学園」と、「大海原プロジェクト」

に所属している。ギザ歯が特徴的。 

 

毎週水曜日に定期雑談配信を行っているほか、様々な

VTuber たちとのコラボ配信を行っている。 

TRPG・アナログゲーム関連の活動でも活躍し、同人

TRPG 情報局では配信 MC も務めている。 

 

 

リリア・ティアール（29歳／女性） 
 
今回の実習で PC たちを担当する〈アカデミア〉の先生。 

恋魔族の若手の先生で、経験のまだ浅い学生たちの実習担当をすることが多いことから、 

“ファーストステップ”という異名を持っている。 

 （→詳細：「エピソード・ファイル」p.18） 

 

◆シナリオの読み方 

 

以降のシナリオのうち、斜体字で示した部分は状況描写です。GM はそのシーンに差し掛か

ったら、その描写を読み上げてください。太字で示した部分は NPC のセリフです。これもま

た、そのシーンで描写してください。 
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オープニング・フェイズで、PC たちは〈アカデミア〉の教師であるリリア・ティアール先生

から、今回の実習の説明を聞きます。リリア先生は、恋魔族の若い先生で、〈人間界〉実習の経

験が浅い生徒たちの担当をすることが多い、優しい先生です。 

 

今回の実習の〈ターゲット〉となるのは、氷雨サメ子さんという「VTuber」の人のようです

が、リリア先生も「VTuber」というのが何なのか、よく知らないようです。 

 

 
 

ここで、GM はプレイヤーたちに、何か質問は無いかと聞いておくと良いでしょう。もし特

に質問が無ければ、リリア先生は PC たちを送り出します。プレイヤーから質問があった場合

は、リリア先生の口を借りて答えると良いでしょう。 

 

そこまでが終了したら、オープニング・フェイズを終了し、メイン・フェイズに移ります。メ

イン・フェイズに入ったら、続いて演出１を行います。 

  

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

ここは、見習い悪魔たちが通う魔界の学園〈アカデミア〉の実習棟。 

キミたちは〈アカデミア〉のリリア先生から、実習の説明をすると呼び出しを受け、やってきました。 

今回も、見習い悪魔たちの〈人間界〉実習が始まります。皆さんは、人間と〈契約〉し、望みを叶え、

そして対価として〈魂の欠片〉を手に入れることができるのでしょうか…？ 

 

皆さんが集まったのを確認すると、リリア先生は、手元の資料に目を落としながら、 

実習の説明を始めます。 

 

「皆さん、おはようございます。」 

「集まっていただけたようなので、今回の〈人間界〉実習の説明をしますね。」 

「実習の場所は日本、〈ターゲット〉になるのは氷雨サメ子さん、という人ですね。」 

 

先生が見せてくれた資料には、オレンジ色の髪とギザ歯が特徴的な女性のイラストが描かれています。

普段の実習なら、その欄には〈ターゲット〉となる人物の写真が載っているはずなのですが…？  

キミたちが首をひねっていると、リリア先生がさらに続けます。 

 

「私もあまり詳しくはないのですが、その方は『VTuber』と言われているみたいですね。」 

「〈人間界〉でも、こういった方が現れたのはつい最近らしく…」 

「でも、実習の内容は変わりません。願いを叶えて、〈魂の欠片〉を手に入れるのです。」 

         オープニング・フェイズ 
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メイン・フェイズでは、「セッションの進行：メイン・フェイズ（→ルールブック p.100）」の

項目にあるように、PC が 1 人ずつ情報収集や交流といった行動を行って進んでいきます。 

このシナリオでは、メイン・フェイズの長さは、PC が 3 人の場合は 4 日間（４手番）、PC が 4

人の場合は 3 日間（3 手番）となります。 

 

このシナリオで発生する情報項目は、p.13 に示します。メイン・フェイズの開始時点では「サ

メ子さんのこと」「VTuber って何？」の項目が情報収集可能になっています。 

情報項目「企業 V になる方法」については、情報項目「VTuber って何？」の内容を知ると、情

報収集が可能になります。 

 

また、その進行に合わせて、適宜 GM からも演出を挟みましょう。このシナリオでは、メイ

ン・フェイズで発生するいくつかのシーンについて、その演出例を示します。 

 

 

  

         メイン・フェイズ 
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◆演出１： あなたの推し、氷雨サメ子です！ （メイン・フェイズの開始時） 

 

以下は、PC たちが〈人間界〉に降り立ったシーンの演出例です。このシーンで、PC たちは

今回の〈ターゲット〉である氷雨サメ子さんと知り合い、【ターゲットの望み】を聞くことにな

ります。サメ子さんは、この段階では「企業 V になりたい」という願いを PC たちに伝えます。 

 

 

 

 このタイミングで、GM はプレイヤーに【ターゲットの望み】は「企業 V になること」であ

ると伝えます。ただし、このタイミングでは伝えませんが、このシナリオにおいては【ターゲ

ットの本当の望み】があり、それはシナリオを進めることで判明します。ここまでの演出が終

わったら、メイン・フェイズでの PC たちの行動に移ります。 

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

キミたちが〈人間界〉に降り立つと、そこは建物の中のようです。周りの様子をうかがうと、近くの扉

の向こうから、元気な声が聞こえます。扉の隙間からちらりと中の様子が見えますが、誰かが話をして

いるようです。オレンジ色の髪の後ろ姿、おそらく〈ターゲット〉の氷雨サメ子さんでしょう。でも、

不思議なことに、その部屋の中には彼女しかいないみたいなのです。 

 

「響乃学園兼大海原プロジェクト所属、あなたの推し、元気なみなみ降り注ぐ 

ひまわり SUN シャワー！！ 氷雨サメ子でございます！ よろしくお願いします！」 

 

どうやら、画面の向こうの誰かに話を届けているみたい。 

見ていると、そのうちに話は終わったようです。さっそく、彼女にコンタクトを図ってみましょう。 
 

◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇ 
 

さて、〈人間界〉実習では〈ターゲット〉とのファーストコンタクトが大切です。 

なぜなら普通は、人間は悪魔のことなんて知らないのですから。 

信じてくれるような人を選んでいるとはいえ、まずここで一悶着あることも珍しくは無いのです。 

ですが、今回は違いました。唐突に見知らぬ相手が現れたことにこそ戸惑った様子を見せたものの、 

すぐに納得した様子でキミたちの話を聞いてくれたのです。 

 

「…つまり、みんなは私の願いを叶えにやってきた悪魔、ってこと？」 

「悪魔…、って言うとヒオノーネロみたいな？」 

 

「うん、信じるよ。既に悪魔とは一回契約してるし。」 

「私の願いか…、『企業 V になること』かな？」 

 

すんなりと、彼女は望みを答えてくれました。「企業 V」という言葉は悪魔たちにとってちょっと耳慣

れませんが、きっと叶える方法はあるはずです。 

VTuber、氷雨サメ子さんの望みを叶える小悪魔たちの〈人間界〉実習、はじまりです！ 
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◆演出２： 企業 Vになる方法…？ （情報項目「企業 Vになる方法」の内容を知った時） 

 

 以下は、情報項目「企業 V になる方法」の内容を知ったシーンの演出例です。PC たちが情

報収集に成功したタイミングでこのシーンを演出すると良いでしょう。 

 

 

 

 この時点で提示された「望みを叶える方法」について、プレイヤーには「これで良いのか？」

と思ってもらう必要があります。このまま歌術譜*の入手に向かうと、シナリオのクリア難易度

は大きく上昇します。（歌術譜*の入手にはかなり手番が必要であり、そうしていると手番が足

りなくなってしまう可能性があるからです。） 

 

GM は、この方法は魔術の力を使って無理矢理に人気の配信を演出するものであり、すこし

「邪道」なものであるかのように演出できると良いでしょう。例えば、上記の演出例の中の「魔

法の歌声に魅せられた人々が」という箇所を強調するように語ってみるだけで、何かが隠され

ていることは分かりやすくなりますし、疑問を持つそぶりを見せた PC がいたなら先生のセリ

フを使って「おや、○○さん、何か気になることがありますか？」と聞いてみるのも良いでし

ょう。 

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

企業 V になる方法… この実習で〈人間界〉に来てから、キミたちは VTuber というものについて調べ

ましたが、どうやら、企業 V になろうと思っても、自分の実力でたどり着ける人はほんの一握りのよ

うです。 

 

 必要なのは何でしょう…？  

その人がどんな配信を作り出せるか…？ 

あるいは、圧倒的な人気…？ 

 

確かに、その人の配信にたくさんの人が集まり、人気が出れば、その目標には大きく近づきます。 

そして、悪魔たちの力をもってすれば、難しいことではありません。動画配信という媒体に悪魔の力を

のせて届けるなら、歌を用いる魔術「歌術」などはまさにうってつけと言えます。 

きっと、魔法の歌声に魅せられた人々がたくさん集まってくれることでしょう。 

 

そんな考えを思い付いた時、ふいにリリア先生の声がキミたちの頭の中に響きます。魔界からキミたち

の様子を見守り、助言を届けてくれているのです。 

 

「いい方法を考え付きましたね、皆さん。」 

「その方法でなら、サメ子さんを企業 V にしてあげることは出来るでしょう。」 

 

そう言う先生の声は、どこかキミたちを試しているような、そんな響きがありました。 
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◆演出３： 本当にやりたいことは何ですか？ 

（情報項目「サメ子さんのこと」「企業 Vになる方法」を知って以降、サメ子さんへの【絆ポイント】を上昇させたとき） 

 

 以下は、サメ子さんの【ターゲットの本当の望み】を聞くシーンの演出例です。 

 

 

 

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

企業 V になる方法…  

キミたち悪魔の力を使えば、それは決して難しい事ではありません。でも、VTuber をしている人たち

が、サメ子さんがどう考えているかは分からないけど、それで本当にいいのかな…？  

そんな時は、お話をしてみるのがきっと一番です。 

キミたちから歌術譜*のことを聞くと、最初は興味深そうに聞いていた彼女ですが、最後まで話を聞く

と、キミたちに言いました。 

 

「うーん。 ごめん、ちょっと待って。少し考える時間をくれないかな？」 

 

もしかすると、彼女の中でも、本当の願いは何なのか、ということはそんなにはっきりと分かっている

ことではないのかもしれません。 

しばらく悩んだ後で、ゆっくりとサメ子さんは答えました… 

 

「うーん。たぶん、それだと企業 V になれても何か違うかも…」 

「わたしは、企業 V にはなりたいけど、それ以前に…」 

 

やっぱり、企業 V になれれば良い、というわけではなかったようです。 

彼女はさらに続けてキミたちに言います。 

 

「ねぇ、悪魔さん。」 

「願い事って、今からでも変えて良いのかな？」 

 

「わたしは VTuber としての活動を通して、『自分だけにしか作れない世界を届けたい』と 

思ってるし、それでみんなに『笑顔を届けたい』！」 

「協力してくれないかな！ 悪魔さん！」 

 

それが、本当の彼女の願いごと。 

もちろん企業 V にはなりたいけど、まずは今ここで見に来てくれているみんなを楽しませたい。 

企業 V とか目標とかは、きっとその先にあるはずだから。 

 

「そうだ。せっかくだからさ、みんなも一緒に配信を盛り上げてよ！」 

「異界から来た可愛い悪魔っ子のっみんななら、きっと楽しい配信ができるから！」 
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 今回のシナリオの【ターゲットの本当の望み】は「笑顔を届ける配信を作り上げる」ことで

す。GM はそのことを伝え、加えて以下の内容を説明します。 

 

・これから、改めて「行動：契約書の作成」を行う必要があります。 

・「行動：素材集め」で、配信を盛り上げるためのアイテムを入手することができます。 

  → p.14 掲載のアイテムを「行動：素材集め」で入手できます。 

  → アイテムを入手できなくてもシナリオは進みますが、これらのアイテムは、実習の点

数にボーナスが入る効果を持っています。 

 

 

◆演出４： 電子の海から、笑顔よ届け！ （メイン・フェイズの終了した時） 

 

 以下は、【ターゲットの本当の望み】を知った上で、「行動：契約書の作成」に成功し、メイ

ン・フェイズの終了を迎えた時の演出例です。サメ子さんの配信に PC たちが登場し、楽しく、

他の誰にも作れない時間を作り上げましょう！ 

 

 このシーンは、特別な事情が無い限り、全ての PC が登場することを推奨します。 

 

 

 

これ以降の演出は、PC たちが考えた内容を取り入れて進めると良いでしょう。 

ここまでに手に入れたアイテムもヒントになるかもしれません。 

 この演出が終わったら、クライマックス・フェイズに移行します。 

 

  

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

「じゃあ、みんな、そろそろ始まるよ。」 

「今日はよろしくね。」 

 

サメ子さんがパソコンを操作し、配信が始まります。 

画面にその姿が映ると、コメント欄に「こんさめー」「こんさめです！」と次々とコメントが浮かびま

す。その姿を直接見ることは出来なくとも、画面の向こう、電子の海を超えた先にいる視聴者さんの存

在はしっかりと感じます。 

 

「響乃学園兼大海原プロジェクト所属、あなたの推し、元気なみなみ降り注ぐ 

ひまわり SUN シャワー！！ 氷雨サメ子でございます！ よろしくお願いします！」 
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クライマックス・フェイズでは、サメ子さんから〈魂の欠片（ウィルライト）〉を回収します。

それに伴って発生する〈ガーディアン〉の名前は「電子の海から、こんにちは」です。 

 

以下の描写を行った後、戦闘になります。 

〈ガーディアン〉のデータは p.10 を参照してください。 

 

 

 

 戦闘が終了したら、エンディング・フェイズに移ります。 

 

 

 

 

 

 

 

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

「それでは、きょうはこのあたりで終わりにしたいと思います！」 

「今後ともサメ子をよろしくお願いします。おやさめー！」 

 

楽しい時間はあっという間に過ぎ去り、サメ子さんの掛け声とともに、配信は終わりを告げました。 

見習い悪魔の皆さんにとっては、初めてのことでしたが、満足のいく配信は出来たでしょうか？  

そしてそれ以上に、楽しさを届けることは出来たでしょうか？ 

 

コメント欄に「おやさめー」「お疲れさまでしたー」と流れる画面を前に、サメ子さんが改めて、 

キミたちにお礼を言います。 

 

「ありがとう、小悪魔さんのみんな。」 

「おかげで、今日も楽しい配信が出来たよ！」 

 

そのお礼の言葉と同時に、キミたちの持っている【ターゲットの本当の願い】をしたためた契約書が光

り輝き始めます。〈ターゲット〉の願いを叶え、〈魂の欠片〉の守護者である〈ガーディアン〉が現れよ

うとしているのです。 

 

これを倒して、〈魂の欠片〉を回収できれば、晴れて実習は成功、のはずです。 

最後のひと頑張りですね！ 

         クライマックス・フェイズ 
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このシナリオの〈ガーディアン〉：  

電子の海から、こんにちは 
 

 

 

 

 

【特質】A： 私の世界を！ 

【必要技能】         《光》 

【ダイスの組み合わせ】 １、４ 

【追加ダメージ】      １０ 

 

【特質】B： 届けに行くんだ！ 

【必要技能】         《水》 

【ダイスの組み合わせ】 ２、２ 

【追加ダメージ】      １０ 

 

【反撃行動】A： 降り注ぐひまわり SUNシャワー！！ 

現在の【耐久力】が１０以上である PC全員に２D６の攻撃を行う。 

 

【反撃行動】B： 氷雨サメ子の物語！！ 

  PCの中で最も【耐久力】の高い PCに３D６の攻撃を行う。 

その後、PC全員に〔インジャリー２〕を与える。 

 

※ 反撃行動は、ラウンドごとに A～Bの全てを行う。 

 

 

 

 

 

VTuber、氷雨サメ子さんの想い、 

伝えたいと思っている楽しさ、 

世界観が形をとった〈魂の欠片〉の守護者、 

〈ガーディアン〉。 

外見は、悠々と泳ぐオレンジ色のサメ。 

 

６０（PC4人の場合） ／ ４０（PC3人の場合） 【耐久力】 
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 エンディング・フェイズでは、〈ガーディアン〉を倒し、〈魂の欠片〉を回収したシーンおよ

び、魔界に戻った後のシーンを描写します。 

 

 

 

以降のエンディング・フェイズは、無事に〈魂の欠片〉を回収できたか、採点シートの結果に

よって、演出が異なります。以降の「a.」「b.」のどちらかに進んでください。 

 

 

  

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

キミたちの攻撃によって〈ガーディアン〉が砕け散ると、その足元に、軽い音を立てて真珠色の結晶が

落ちます。これが、願いの対価である〈魂の欠片〉です。 

キミたちは見事にサメ子さんの願いを叶え、〈魂の欠片〉を手に入れることが出来たのです。 

 

「それが、〈魂の欠片〉…？」 

 

最初に聞いた「企業 V になる」という目標に、キミたちが来たことで、近付けたのかは分かりません。

でも、キミたちは確かに願いを叶えられたのです。 

 

「すぐに企業 V になれるっていう訳じゃないけど、でもこれで良かったんだと思う。」 

「みんなとのコラボ、楽しかった！！」 

 

◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇・◇ 

 

言葉を交わし終えたところで、キミたちの体が薄れていきます。 

〈人間界〉実習が終わり、魔界への帰還が始まろうとしているのです。 

帰ったら、きっとリリア先生が待っていることでしょう。 

この実習で学んだことを伝えなければいけませんね。 

         エンディング・フェイズ 
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a.  採点シートが 18点以上の場合 （プレイヤーが 3人なら 16点以上）  

 

 

シナリオ「電子の海から、笑顔よ届け！」 了 

 

b.  採点シートが 17点以下の場合 （プレイヤーが 3人なら 1５点以下）  

 

 

シナリオ「電子の海から、笑顔よ届け！」 了 

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

キミたちは、実習の説明を聞いていた〈アカデミア〉の実習棟の一室に帰ってきました。 

教室で待っていたリリア先生がキミたちに声を掛けます。 

 

「皆さん、今回も実習お疲れ様でした。」 

「皆さんの実習の様子も、配信の様子も、しっかり見ていましたよ。」 

 

リリア先生は、続いて各 PC がこのセッション内で活躍したことについて感想を述べます。 

情報収集、交流、戦闘などなど PC によって活躍したポイントが違うかと思います。 

それらをピックアップして褒めてあげられると良いでしょう。 

 

「では皆さん。今回の実習は、文句なしに合格です。 次もまた、期待していますね。」 

 

実習を締めくくる言葉と共に、リリア先生はキミたちに笑顔を向けました。 

シーンの描写： （GM が読み上げます） 

 

キミたちは、実習の説明を聞いていた〈アカデミア〉の実習棟の一室に帰ってきました。 

教室で待っていたリリア先生がキミたちに声を掛けます。 

 

「皆さん、実習お疲れ様でした。」 

「私も〈アカデミア〉から見ていましたが、今回の実習はどうでしたか？」 

「もしかしたら、少し難しかったかもしれませんね。」 

 

キミたちの中でも、反省点が頭に浮かびます。もしかすると、もっと上手く出来る方法があったかも。

頑張ったけど、今回はちょっと力及ばず補習かもしれません… 

 

「でも、そこから学ぶことはたくさんあったと思います。」 

「次に活かしていけば、きっと今回の実習も無駄にはならないでしょう。期待しています。」 

 

リリア先生はそう言って、キミたちに優しい目線を向けます。まだまだ〈アカデミア〉で学ぶ日々は長

いのですから、きっとこの実習も、次に活かしていけることでしょう。 
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 発生条件 必要技能 

内容 

サメ子さんのこと メイン・フェイズの最初から 

 

《動物》 

VTuber の少女。右手に宿ったサメ型の悪魔「氷雨ヒオノーネロ」に寄生されて

いるらしい。明るく元気になれる声と、ギザ歯が特徴的。毎週水曜日には定期雑

談配信を行っているほか、様々な VTuber たちとのコラボ配信や、同人 TRPG

情報局の配信 MC も務めているとのこと。 

 

サメ子さんの【ターゲットの望み】を叶える方法を知った上で、彼女への【絆ポ

イント】を獲得することで、発生する演出が存在する。 

 

VTuber って何？ メイン・フェイズの最初から 

 

《芸術》 

バーチャル YouTuber（VTuber）というのは、自身の姿とは異なるキャラクタ

ー、アバターを通して動画を配信する人々のことであり、〈人間界〉でもここ数

年になって表れたコンテンツである。 

その中でも「企業 V」とは、企業に所属していわゆるプロとして VTuber とし

て活動する人々のことであり、VTuber の中にはそれになることを目標に活動し

ている人もいる。 

 

情報項目「企業 V になる方法」が提示される。 

 

企業Ｖになる方法 情報項目「VTuber って何？」 

 

《交渉》 

魔界に住まう悪魔たち、特に歌魔族と呼ばれる一族には、「歌術」と呼ばれる魔

術が伝わっている。その名の通り、歌にのせて届ける魔術であるが、これを配信

で使えば視聴者を熱狂させることは簡単だろう。 

 

基本的に、悪魔たちが用いる魔術であるが、歌術譜*（→基本ルールブック p.92）

という指南書があれば、ごく簡単なものならば、人間でも使いこなすことが出

来ると思われる。 

 

 

         このシナリオの情報項目 一覧 
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 以下に、このシナリオで入手可能なアイテムを掲載します。これらは、シナリオ中の演出３

が終了した後、入手可能になります。 

 

アイテムリストの見方、およびアビリティに関連する各種ルールについては基本ルールブッ

ク pp.86-87 に掲載されています。そちらをご参照ください。 

 

素材アイテム 

 

 タグ 指定技能 

解説 

画面クラッカー* [#魔術具][#消耗品] 

 

《魔術具》 

電子の世界に干渉し、画面に派手なエフェクトを散らす不思議なクラッカ

ー。普通のクラッカーのエフェクトだけでは無くて、アイデア次第で様々な

工夫が出来そうだ。 

このシナリオの「演出４」のタイミングで使用可能。 

このシナリオの採点結果に＋1 点する。 

 

魔界の詩* [#書籍][#消耗品] 

 

《歌》 

魔界に伝わる歌を書き留めた楽譜。特に魔術的な効果はないけれど、聞いて

いて楽しくなる。〈人間界〉では馴染みのないこの不思議な音楽は、配信を

盛り上げるのに使えるかも…？ 

このシナリオの「演出４」のタイミングで使用可能。 

このシナリオの採点結果に＋1 点する。 

 

ボードゲーム* [#消耗品] 

 

《調達》 

魔界のマーケットで売っているボードゲーム。種類はいろいろある。VTuber

の配信では、ゲームのプレイの様子を見せることもあるのだと聞いた。だっ

たら、これも使えるかも…？ 

このシナリオの「演出４」のタイミングで使用可能。 

このシナリオの採点結果に＋1 点する。 

 

         このシナリオの追加アイテム 一覧 
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