概要
ネオネットが擁するアイドルグループ『ファイブスター』は
30 年近い歴史を誇る数少ないメタヒューマンのアイドルグ
ループです。
現在業績の低迷するネオネットはグループを解散し、ソロと
して売り出すことで猛追をかけてくるホライゾンに対抗しよ
うとしています。
しかし、メンバーはこの動きに反発をしておりネオネットか
らの独立を狙っています。しかし、リーダーの奥さんがネオ
ネットの管理下におり身動きが取れなくなっています。
これを知ったファンは有志から資金を集めランナーを雇うこ
とにしました。
ファンの中に独立系のメディアコーポがおり、リーダーの妻
の独占取材を計画しています。
ヘレナ・ロッサム（女性、ヒューマン、50 歳）
KSAF の CEO をしている流浪のルポライターCEO。
KSAFは元々シアトルダウンタウンに社屋がありましたが爆
破テロにより社屋を失いました。
その後マトリックスを地盤にフリーレポーターを活用して硬
派なルポを展開している企業。
タック・シャーウッド（男性、ヒューマン、44 歳）
アイドルグループ「ファイブスターズ」のリーダー。
ネオネットでは「ファイブスターズ」を解散しようとしてい
るが、それに反発して独立を希望している。
ところが、妻のシズカ・ミナモトがネオネットの住宅地に住
んでおり独立に踏み込むことができずにいる。
シズカ・ミナモト（女性、ヒューマン、46 歳）
タック・シャーウッドの妻。元女優で現在は引退してシアト
ルのベルビューで悠々自適のセレブ生活を送っている。
タックは愛しているが、現在の自由な生活を愛しており「フ
ァイブスターズ」の解散に関してはあまり興味がない。
ロベルタ・カーン(女性、ヒューマン、40 歳)
ミナモトの護衛をしている元デルタウェア試験部隊のメンバ
ー。
ネオネットに忠誠を捧げており任務のためになら死もいとわ
ない。

PC の知っていること
> ベルビュー地区
シアトルで最も人気のある高級住宅地、それがベルビューで
す。
住人の大半が企業市民であり、街区ごとが小型アーコロジー
になっておりそれぞれを開発母体のメガの管理下にあります。
アーコロジーを維持管理する貧困層とメガの高級取りが同居
しながらもほとんど交わらない奇妙な二重都市です。
犯罪組織はマフィアのシアネロファミリーの影響が圧倒的に
強く刑務所にまで浸透していると言われています。
男娼組織を運営するギャングのレーザーデビルやヴォリーと
も繋がりがある金持ちのギャングキッズノヴァリッチなどが
ある。
メガも北米本社をおくアレス、本社をおくマイクロデック、
支社をおくミツハマ、市長の私設警備部隊であるセンチュリ
オンスペシャルセキュリティーグループなどが強い影響力を
持ちます。
シアトル全域の警察権はナイトエラントに委託されています
が、ベルビューではアレスの権力増大を嫌った他メガにより
いまだにローンスターにも警察権が付与されています。
> 所在地
ベルビューは高治安地区で上流エリアと富裕エリアしかあり
ません。
その中の富裕エリアに奥さんは住んでいます。
ベルビュー地区に入るためには特別な検問などはありません
が、驚く程パトロールは多く不審な相手には職質を頻繁に行
います。特にトロールやオーク、ヘビーサイバーは狙われや
すいです。
奥さんの住んでいるネオネット住宅は企業封土ではなくネオ
ネットの管理会社が管理委託を受けている状態です。
全ての住居は R6 ホストにスレイブ化されています。ホスト
にはセキュリティーハッカーが常駐しています。
希望ユーザーには車もスレイブ化しリガーによる運転サービ
スもあり、奥さんはこれを使用しています。
ライフスタイルによるファッション（P217）
衣服ほどその人の生き方を表すものはありません。毎月のラ
イフスタイルの支払いににより 1 揃いの衣服が手にはいるの
です。より多くの衣服が必要なら個別に購入する必要があり
ます。誰かに好印象を与えたかったり、スラムに向かうので
あれば、そのライフスタイルにあった衣服を手に入れること
もできます。これにより社会的な偏見にさらされたりするの
です。ミスタージョンソンにインタビューを行う場合には、
ミスタージョンソンの社会的レベルに合わせた衣服を身につ
けるか最低でも会合場所のレベルにあった衣服を身につける
べきでしょう。多くのジョンソンは会合場所に高級レストラ
ンを選びますので着飾ることが成功に繋がるでしょう。GM
はチームが場に合わない格好をしていればペナルティーを科
すこともできます。
例)ロビンと彼女の陽気なギャングはミスタージョンソンと
の初会合に高級レストランを目指しました。ロビンはとって
おきの本物の絹で作られた黒いドレスを身につけています
（富裕クラス）
。
彼女が到着するとギャングもコンバットバイ

クラリーから直接着たようで、砂埃と煙の臭いのする黒い革
の服を着ていました。これは場所に相応しい服装ではありま
せん。
（このために彼は彼女が凄腕の専門家であると納得させ
るまで交渉にペナルティーを受けることになります）彼女は
彼を一度家に帰らせ身綺麗にできないかを検討し始めました。
ストリートと不法居住
ヴェンディングウェアは他人から最新の装いをしているよう
に見せるための廉価な選択肢です。あなたのライフスタイル
がストリートか不法居住であればあなたの衣服はこれになり
ます。ヴェンディングウェアは裁断したリサイクルプラスチ
ックを繊維内に編み込んでいます（まるでパンツや靴下、下
着などのゴムひものように）
。そして色（アボカドみたいな緑
か泥のような茶色）やサイズ（S、M、L、LL）などはほと
んど選択肢がありません。ストリートで暮らす多くの人々は
自作か古びたヴェンディングウェアを新しい服として手に入
れます。この金額は 1～20 ニュー円です。
下流
中流階級のバーゲン品の衣服を買います。ベアックスリテイ
ル（ミツハマ）はシンプルカジュアル（20N¥）な製品から
ビジネス用（100N¥）まで取りそろえており、工業生産の生
地から最も安物の手織まであります。コングウォルマートは
無数のライバルを打ち破ってきたブランドです。費用は 20
から 150 ニュー円の範囲です。
中流
ビジネス用は上流に近いウエリントンブロス（シアワセファ
ッション）
。カジュアルはヴァッションアイランド（シアワセ
ファッション）やヴィクトリー（アレス）が分相応でしょう。
金額は 150 から 500 ニュー円の範囲です。
上流
上流のライフスタイルはビジネスでもカジュアルでもオーダ
ーメイドのトレスチッククロージング（アズテクノロジー）
が一般的です。選択肢として、昔ながらの服装を好むのなら
リノゴールド（ゼーダークルップ）やスタイリングウエアリ
ングコゴ（五行）などもあります。金額は 500 から 1000 ニ
ュー円の範囲です。
富裕
富裕のライフスタイルで生きるためにはデザイナーブランド
が必須となります。これはバーウイック（モーティマーオブ
ロンドン）やアルマンテ（ゾエ）
、ジェーンポールなどの職人
がデザインしたものを含みます。
金額は 1000 から 5000 ニュ
ー円の範囲です。

> 依頼
依頼人は KSF の CEO であるヘレナ・ロッサム。
ファイブスターのファンがランナーを雇うために資金を集め
てしまいました。
ロッサムはファンが騙されたらさすがに寝覚めが悪いために
仲介役を買って出た。
奥さんはベルビューの高級住宅地に住んでおり、ネオネット
の警備部隊がついています。
KSAF が用意したスタジオ（エヴァレットのダッドソン・ビ
ジョン・エンターテイメント）までエスコートすれば後は引
き受けるとのことです。
> ベルビュー一般街区
入るために特別なセキュリティーはありません。
ですが、ローンスターとナイトエラントの巡回警官が頻繁に
パトロールしています。
見つかると SIN 認証を求められます。
回避するにはなりすまし（1）が必要になります。
トロールとドワーフは難易度が（2）となります。このテス
トはライフスタイルが上流以上であれば不要です。
上流の衣服ならダイス+3、富裕なら+6、中流なら+1 されま
す。
タクシーを使えば D6 で 1 を振らなければ警察は干渉してき
ません。
> ネオネットスマートタウン
ネオネットの管理する小型アーコロジー。
正規の入り口が 4 つあり、従業員用入り口が 1 つあります。
正規入り口は常時解放されており、普通の警備員が 20 名常
駐しています。
従業員用入り口は原則的に閉められており、許可を得ると開
錠されます。
密かにシアトルアンダーグラウンドに通じる道が 1 つありま
す。
入り口は住人や住人の登録している車両、あるいは来客予約
があれば SIN 提示（つまり何もしない）だけで通過できます。
なければ SIN 認証（SIN 認証は R4）を行われ、行き先を登
録させられます。
> 邸宅
プール付きの豪邸です。
入り口にライトサイバーの警備員が 4 名常駐しています。
邸内には奥さんと子供、メイド、ベビーシッター、料理人が
おりメイドはネオネット軍のデルタ試験部隊の退役兵で基本
的に奥さんに同行しています。
ベビーシッターと料理人はアデプトです。
緊急時にはナイトエラント、ローンスター、ネオネット保安
部に連絡がいきます。
通常は 3 分以内にスワットチームが急行します。
最悪の場合スワットチーム 3 部隊との戦闘になります。
> 説得
リーダーからの伝言を聞かせれば特にテストの必要なく付い
て来ます。

○諸勢力とできること
・シアネロファミリー
ベルビュー最大派閥の犯罪組織。よほどの理由が無い限りは
ネオネットと対立するような選択肢は取らない。
忠実度が 3 以下なら 405 ヘルハウンドへの顔つなぎ程度。
イビーを経由して、接触すればレイクアシッドへの顔つなぎ
をしてもらえます。
・フィニガンファミリー
シアトルマフィアの領袖。
ベルビュー地区での影響力は非常に限定的ながらメガコーポ
に対していくらかの影響力を持つ。
また可能であればシアネロファミリーの影響力を削ぎたいと
考えている。
・外隅組
シアトルヤクザの領袖。
ベルビュー地区での影響力は限定的ながらストリップパプパ
ワーセックスを掌握しており利用しやすそうな相手の紹介を
してもらえる。
・ザレイクアシッド
壊滅したギャング団の残党。
現在のリーダーはオークでシアトルアンダーグラウンドへの
入口を管理している。
信頼を得るには軽いランに協力する必要がある。
・405 ヘルハウンド
国道 405 号線を支配するゴーギャング。
金次第では移動の足や陽動戦力として使える。
デリヘルの足もしておりネオネット街区内部の地理にも精通
している。
・レイザーデビルス
ゲイのゴーギャング。
ベルビューのゲイ風俗を取り仕切っており利用できるエグゼ
クティブを持つ。
協力を得るには軽いランに協力する必要がある。
・メガコーポ
ネオネットに打撃を与えるためであればある程度の（合法的
な）協力は得られる。
・警察（3 社）
犯罪組織に打撃を与えるためであればある程度の協力を得ら
れる。
センチュリオンのみ他 2 社の評判を落とすために協力する。
警備部隊
ローンスター
ナイトエラント
ネオネット
センチュリオン警備
（最悪：アレスの企業軍）

第一フェイス：ベルビュー市街
本文参照
第二フェイズ：ネオネット市街
障害：
入口（4 箇所しかない）
完全管理都市で街角には基本的にカメラがある。
セキュリティーシステムは全て R6 ホストにスレイブ化され
ている。
対策
→物理突破は可能。
→ハッキング可能。
→扉二カ所はアポがあれば通過は簡単。ただし、顔は撮影さ
れスキャナーを通過する必要がある。
→従業員用扉は通常は閉まっているが犯罪組織などは非常通
行可能な手段がある。
スキャナーを通過する必要がある。
→オークアンダーグラウンド経由の隠しルートがある。ネオ
ネットの管理下にはない。
第三フェイズ：アイドル宅
セキュリティースタッフ
スレイブ化システム
→物理突破及びハッキング可能
→奥さんは定期的にショッピングセンターに買い物に向かう。
→奥さんの招待を受ければ入るのは簡単に行える。
第四フェイズ：説得
武装メイド
→死をも厭わぬ忠誠心の持ち主。
→奥さんはネオネットの保護下にあることに大変満足してい
る。
第五フェイズ：脱出
奥さんには無線ナナイトが埋め込まれており定期的な通信を
行う。
武装メイドが戦闘になった場合まずエマージェンシーコール
を行う。
これにより通信が維持されている場合、平和理に通常ルート
は使用できない。
シアトルアンダーグラウンドを通過する場合にはオーク系コ
ンタクトの接触が必要。
案内なしに進むにはナビゲーションロール（3）が必要。

一般警備員
強靭力：4 敏捷力：3 反応力：3 筋力：4
意志力：3 直感力：2 論理力：3 魅力：3
エッジ：1 魔力：肉体 CD:10
精神 CD:10
イニシアティブ：5+1D6
ダメージ抵抗：強靭力（4）+装甲（12）＝16
武器：アレスプレデターV（スマートリンク、トラッカー弾使
用）
ダイス：7 個 DV：6P 精度：9 AP:-3 モード：SA
セキュリティメイジ
強靭力：3 敏捷力：3 反応力：3 筋力：4
意志力：5 直感力：3 論理力：5 魅力：4
エッジ：3 魔力：4
肉体 CD:10
精神 CD:11
イニシアティブ：6+1D6
ダメージ抵抗：強靭力（3）+装甲（12）＝15
呪文行使：8
対抗呪文：4
魔力球（直接)、マナ、視界(範囲)、P、F
魔力波（直接）
、マナ、視界、P、F-3
喪心球（直接）
、マナ、視界、S、F-3
雷球（間接、元素）
、P、LOS（A）
、P、F-1
アデプト警備員
強靭力：3 敏捷力：4 反応力：4(5) 筋力：5
意志力：4 直感力：3 論理力：4 魅力：5
エッジ：3 魔力：6
肉体 CD:10
精神 CD:10
イニシアティブ：7(8)+2D6
ダメージ抵抗：強靭力（3）+装甲（12+4）＝19
武器：アレスプレデターV（スマートリンク、APDS 弾使用）
ダイス：9 個 DV：8P 精度：7 AP:-5 モード：SA
回避：10
特殊：メガネ（大光量、低光量、SL,魔法装甲 4）
ロベルタ（ドワーフサムライ）
強靭力：7(9) 敏捷力：2 反応力：4(6) 筋力：3
意志力：3 論理力：2 直感力：3 魅力：3
肉体 CD:13
精神 CD:10
エッセンス；1.25
イニシアティブ：9+3D6
ダメージ抵抗：強靭力（12）+装甲（17）＝29
武器：アレスプレデターV（スマートリンク、APDS 弾使用）
ダイス：13 個 DV：8P 精度：7 AP:-5 モード：SA

ライトサムライ
強靭力：4 敏捷力：4(6) 反応力：3(5) 筋力：3(5)
意志力：4 論理力：3 直感力：4 魅力：3
肉体 CD:10
精神 CD:10
エッセンス；3
イニシアティブ：7(9)+3D6
ダメージ抵抗：強靭力（7）+装甲（18）＝25
武器：ヤマハライデン（スマートリンク、トラッカー弾使用）
ダイス：14 個 DV：9P 精度：8 AP:-3 モード：BF/FA
RC1
リガー
強靭力：7 敏捷力：4 反応力：5（8） 筋力：5
意志力：5 論理力：4 直感力：4 魅力：3
エッセンス；2.5
肉体 CD:12
精神 CD:11
イニシアティブ：11+4D6(ホットシム VR)
リムジンナイトスカイ：強靭力（15）+装甲（15）＝30
武器：アレスビグロウスアサルトキャノン（スマートリンク）
ダイス：13 個 DV：16P 精度：8 AP:-6 モード：SS
RC1
地上機操縦：6 電子戦：4

コムンゴホスト
レーティング 6
アタック：8 スリーズ：6 データ処理：7 ファイヤーウォー
ル：9
パトロール IC
プローブ IC
ブラック IC
スパーキーIC
トレース IC
最大 IC 数：4（戦闘ターン開始時に出撃）
パトロール IC
アタック：なし
パトロールIC は他のIC に比べてエージェントのように機能
します。その仕事はホストを巡回して人々のマークや違法活
動が無いかマトリックス知覚テストを用いてホスト内全員を
見て回ります。一度マークを手に入れれば、あなたは正規の
ユーザーと見なされます。パトロール IC はアタック行動を
行いませんが、情報は全てホストと共有しています。パトロ
ール IC はアタックを行いませんので、アタックに失敗（フ
ェイル）してもダメージを受けることはありません。多くの
ホストは常時パトロール IC を走らせています。
プローブ IC
アタック：ホスト R〔アタック〕×2 対 直感力+ファイヤー
ウォール
プローブ IC は他の IC やホストのためにマークをつけます。
プローブ IC のアタックが成功すれば対象にマークを与えま
す。これは全 IC とホストに共有されます。まは 3 つまでし
かつきません。
ブラック IC
アタック：ホスト R×2〔アタック〕対 直感力+ファイヤーウ
ォール
ブラック IC は市場で最も恐れられている IC です。ホストが
あなたを叩き出すことではなく死を願っている時に起動しま
す。ヒットした場合、ブラック IC はあなたにリンクロック
を仕掛けます。これは（アタック）DV のマトリックスダメ
ージを与えます。この際、純ヒット 1 個につき+1DV、マー
ク 1 個につき+2DV を与えます。更に同量のバイオフィード
バックダメージも与えます。
スパーキー
アタック：ホスト R〔アタック〕×2 対 直感力+ファイヤー
ウォール
スパーキーIC はキラーIC のアップグレードバージョンです。
アタックがヒットすれば（アタック）DV を与えます。更に
純ヒット 1 個につき+1DV、マーク 1 個につき+2DV を与え
ます。更に合わせて、バイオフィードバックダメージを与え
ます。
キラー
トラック
アタック：ホスト R×2〔アタック〕×2 対 意志力+スリーズ
トラック IC は対象のアイコンとデッキの間のデータの流れ

を追跡します。ホストが 2 個以上マークをつけている状態で
ヒットした場合には、ホスト（と、そのオーナー）はあなた
の物理的位置を掴みます。通常は即座に治安当局に通報され
ます。
PC がテストに失敗した場合
アタック：ホストの純ヒットダメージ
スリーズ：マーク 1 つ、警報
デッカー
強靭力：5 敏捷力：6 反応力：5(7) 筋力：4
意志力：5 論理力：5(7) 直感力：5(7) 魅力：4
肉体 CD:11
精神 CD:11
エッセンス；2.1
イニシアティブ：10(14)+3D6
クラッキング 8、電子戦 7

