この知り合いとの会話履歴をすべて表示します
file_0.bin

 
ミサ さんの発言 (履歴):
海法 さんの発言 (23:45):
*おつかれさまでした。
雅戌 さんの発言 (23:45):
*お疲れさまでしたー。
ミサ さんの発言 (23:45):
*おつかれさまでしたー
芝村 さんの発言 (23:45):
*敵の学習能力も、問題ありありだね（笑）
海法 さんの発言 (23:45):
*レンジャー、フィーブルの様子はどうでしょうか？
雅戌 さんの発言 (履歴):
おつかれさまでしたー
雅戌 さんの発言 (履歴):
皆さんご協力ありがとうございました。
snowwizard＠東 さんの発言 (履歴):
お疲れさまでしたー
file_1.bin

 
file_2.bin

 涼原/akiharu さんは既にこの会話に参加しています。
file_3.bin

 
file_4.bin

 濃紺＠世界忍者国摂政 さんが会話に参加しました。
file_5.bin

 
file_6.bin

 海法 さんが会話に参加しました。
file_7.bin

 
file_8.bin

 玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんが会話に参加しました。
file_9.bin

 
file_10.bin

 神室＠紅葉国 さんが会話に参加しました。
file_11.bin

 
file_12.bin

 snowwizard＠東 さんが会話に参加しました。
file_13.bin

 
file_14.bin

 |アシタ　スナオ|@ さんが会話に参加しました。
file_15.bin

 
雅戌 さんの発言:
file_16.bin

こんばんはー
海法 さんの発言:
file_17.bin

ばはー
雅戌 さんの発言:
file_18.bin

お疲れさまです。夜分失礼します。
涼原/akiharu さんの発言:
file_19.bin

こんばんはー
濃紺＠世界忍者国摂政 さんの発言:
file_20.bin

こんばんは
神室＠紅葉国 さんの発言:
file_21.bin

こんばんはー
雅戌 さんの発言:
file_22.bin

昨夜ＭＬで送らせていただいたとおり、臨時ですが藩王会議を開催させて頂きたいと思います
涼原/akiharu さんの発言:
file_23.bin

はいー
雅戌 さんの発言:
file_24.bin

内容はＥｖ１６２事後処理について。とりわけ、国民感情問題についてです。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_25.bin

こんばんはーっと
海法 さんの発言:
file_26.bin

うす
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_27.bin

このへんの問題ははっきりさせておかないと、あと引きそうだからねぇ
雅戌 さんの発言:
file_28.bin

内戦勃発の示唆もいくつかありますし
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_29.bin

こんばんは。この間は間に合わなくて申し訳ない
雅戌 さんの発言:
file_30.bin

大法院や護民官との連携のためにも、共和国でまず動く姿勢を取ろうぜということで。
雅戌 さんの発言:
file_31.bin

こんばんはー。いえいえ。
雅戌 さんの発言:
file_32.bin

とはいえ、ちょっと会議が最近多いですし
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_33.bin

あとなんかPCから変な音するんで急に復帰しなくなったらとんだとおもってください
買い換える資金ないからとんだら当分戻ってこれないな
雅戌 さんの発言:
file_34.bin

ご都合よろしくない方は落ちていただいてしまって大丈夫です。ご無理なさらずお願いします。
雅戌 さんの発言:
file_35.bin

ありゃ
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_36.bin

俺の仕事が決まったら格安のノートパソコンでもおごってやろう・・・
海法 さんの発言:
file_37.bin

おつかれさんです。会議とりまとめありがとうです。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_38.bin

無茶をいうなｗ＞玄霧
雅戌 さんの発言:
file_39.bin

ういす。まあ、具体的にどう動く、という意味での会議ではなくて
雅戌 さんの発言:
file_40.bin

（それも検討したいですけど
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_41.bin

さがせば5000円とかであるんだぜ（マジで
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_42.bin

とまあ、話の腰おっちゃ悪いね、続けてください
濃紺＠世界忍者国摂政 さんの発言:
file_43.bin

俺のＰＣは３万著イだぜ
海法 さんの発言:
file_44.bin

うむ。
海法 さんの発言:
file_45.bin

えーと、で、やらなきゃならーんというのはみんな感じてると思うが。
海法 さんの発言:
file_46.bin

具体的に何かってのある？
雅戌 さんの発言:
file_47.bin

まずは全体で政策を出すことですね。
海法 さんの発言:
file_48.bin

うん。
雅戌 さんの発言:
file_49.bin

レンジャー連邦・フィーブル藩国の復興支援と、ムラマサたちの処遇についての政策。それと
雅戌 さんの発言:
file_50.bin

勿論キノウツン藩国への支援も。
雅戌 さんの発言:
file_51.bin

まー、そう言うわけで、全体で動く事になりますので、今日ではないですが、政策提出にはご協力いただきたいです。
雅戌 さんの発言:
file_52.bin

あと最初に
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_53.bin

うい。詳しい話は昨日高原と話したときいてるので本当ならあいつを会議に呼びたかったが今いない…
雅戌 さんの発言:
file_54.bin

（ＭＬでは文字化けしちゃったんですが）ちょっとそろそろ僕の対処限界を超えそうなぐらいに案件が集まってきてるので
雅戌 さんの発言:
file_55.bin

ですねー。高原さんもお呼びするつもりだったんですが
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_56.bin

スタッフ増員したいね
雅戌 さんの発言:
file_57.bin

この案件の取り仕切りをやってくださる方を募集したいと思ってます。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_58.bin

GENZ,玄霧、俺、ハスターさんとスタッフ死にすぎなんで
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_59.bin

（というかなんぞ呪われてるのか
海法 さんの発言:
file_60.bin

いや単に
海法 さんの発言:
file_61.bin

時間が経ったから、社会人はそりゃ忙しくなるわな（笑）
雅戌 さんの発言:
file_62.bin

まあ、言ってすぐ集まるものではないんですけど、ちょっと呼びかけまで。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_63.bin

まぁそもそもにして大統領がおらんわけですが以下略ということで
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_64.bin

社会人からぷー太郎になったけどな！くそう
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_65.bin

とりあえずスタッフ増員は急務だと思う
海法 さんの発言:
file_66.bin

ういす。すまぬ。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_67.bin

いや、まあ
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_68.bin

色々面接とかおわってさ
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_69.bin

ひまなんだけど
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_70.bin

客観的視点で物を見れて無給でも笑顔で働けるようなZAPZAPZAPな子を2～3名は欲しい
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_71.bin

敵が攻めてきてるんで、まずそっちを・・・（眼をそらしながら
雅戌 さんの発言:
file_72.bin

まあその辺は置いておきます。
雅戌 さんの発言:
file_73.bin

本題いきましょう。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_74.bin

うい。まあおいといてもアレなんだが。
雅戌 さんの発言:
file_75.bin

まずこー、大法院と護民官、それから吏族といった
雅戌 さんの発言:
file_76.bin

既に動いてくれている組織との連絡をとって、協調していく必要がありますよん。
雅戌 さんの発言:
file_77.bin

よね！
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_78.bin

ありますん
海法 さんの発言:
file_79.bin

うん。
海法 さんの発言:
file_80.bin

えーと、その件、ちょっと考えてることがあるけど、いいかい？
雅戌 さんの発言:
file_81.bin

はーい、おねがいします。
海法 さんの発言:
file_82.bin

うん。今回のムラマサ問題の国民感情悪化だが
海法 さんの発言:
file_83.bin

さっき雅戌さんが言ったような、できることは基本的にやるとしてー
海法 さんの発言:
file_84.bin

これまぁ、正直、正攻法じゃ攻めきれんと思う。
海法 さんの発言:
file_85.bin

感情論ってのはおさまりがたいし、今回、フォローする材料が少ないんでな。
涼原/akiharu さんの発言:
file_86.bin

イベント枝とかの強制力が必要と言うことでしょうか？
海法 さんの発言:
file_87.bin

そういうのもあっていいと思うが。
海法 さんの発言:
file_88.bin

まぁ、こういう時は、気分変えることだ。
海法 さんの発言:
file_89.bin

なんかでかいイベントでもやって、盛り上がるのがいいと思う。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_90.bin

まあ、国内でもちらほら廃藩派ってのもいるんですがね
海法 さんの発言:
file_91.bin

まぁつらい気持ちは分かるが、耐えてくれるとありがたいぞ？
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_92.bin

いやまあ、僕ではないんであれなんですが
海法 さんの発言:
file_93.bin

そうか。
海法 さんの発言:
file_94.bin

じゃぁすまんが、支えてやってくれい。
海法 さんの発言:
file_95.bin

仮に廃藩になったら、そっちのほうが内戦危機高まるからなー。
海法 さんの発言:
file_96.bin

（もちろん、そういう問題でもないが、そういう問題もある）
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_97.bin

むしろウチいなくなったら共和の火力なくなって戦争勝率が激減するし
海法 さんの発言:
file_98.bin

うん。それもある。
海法 さんの発言:
file_99.bin

あとはまぁ、アシタや皆がおらんと寂しいしな。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_100.bin

そっすねｗ
雅戌 さんの発言:
file_101.bin

そうですね
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_102.bin

ただまあほら、今回のは自国による爆発なので、責任はウチにあるんでかまわんのですが
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_103.bin

隣接国問題はいかんともしがたく
海法 さんの発言:
file_104.bin

まぁだから、
海法 さんの発言:
file_105.bin

一国で簡単に解決できる問題じゃねーから
海法 さんの発言:
file_106.bin

うまいこと、全国の問題にすりかえて、ぱーっとやろうぜ！ってな感じだな。
雅戌 さんの発言:
file_107.bin

そうですね
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_108.bin

なるほど
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_109.bin

慰めあうより騒いで忘れよう、と
海法 さんの発言:
file_110.bin

うむ。
雅戌 さんの発言:
file_111.bin

お祭り系というと
海法 さんの発言:
file_112.bin

もう一つの話として、共和国でも、全国で連携して経済政策だしたがいいぜ、と、昨日、芝村さんがいっててな。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_113.bin

それはそれで微妙だがうーん…
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_114.bin

無理でしょう
雅戌 さんの発言:
file_115.bin

レンジャーさんのミズギ大会や、コーレアが何かやってましたね。
海法 さんの発言:
file_116.bin

そのへんに絡めつつ、うまいとこ、上向きのムードを作りたいなーというのが俺のアイディア。
雅戌 さんの発言:
file_117.bin

なるほど。そうですね。
海法 さんの発言:
file_118.bin

できれば、そこで、キノウツンが活躍してほしい。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_119.bin

そのへんには賛成させていただきますが、なかなか難しそうな感じ
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_120.bin

猫で経済やるためにはどうしてもFEGと羅幻を抑えざるを得ないので
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_121.bin

はっ
海法 さんの発言:
file_122.bin

うん。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_123.bin

いやいや、ウチに経済力ないですがなｗ
涼原/akiharu さんの発言:
file_124.bin

経済かー。共和国って経済の流れがどうなってるんでしょうね。伝統文化の森国とかもあるんで、帝國よりイメージが難しいです
海法 さんの発言:
file_125.bin

ＦＥＧと羅幻、今、ここにはおらんが、協力してくれると思うよ（笑）
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_126.bin

レンジャーの水着大会でキノウツンの海辺の賞金稼ぎが大活躍！
雅戌 さんの発言:
file_127.bin

経済力を発揮する必要はナイト思います
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_128.bin

・・・ないなぁ
海法 さんの発言:
file_129.bin

音頭取りとかいろいろやね。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_130.bin

逆に、そこ以外が延びていない＞先生
雅戌 さんの発言:
file_131.bin

です。動いて、何かやった、って結果を残せば
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_132.bin

むしろ避けはいつ開花するのですか
海法 さんの発言:
file_133.bin

経済力が伸びてないってことは、伸びしろがあるってこった。
海法 さんの発言:
file_134.bin

各国の、ここと、ここをつなげりゃ、もうちょい産業開花するじゃろう、というのを。
海法 さんの発言:
file_135.bin

いっちょ、アイディア出し合って、全国展開で政策にすれば
海法 さんの発言:
file_136.bin

結構効果あるんじゃね？と。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_137.bin

なんかこー、最終的には森国に金が流れてる気も、しなくもないんだけどね？＞共和国
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_138.bin

医療とか、そういうのって大抵森だったりするんで・・・
海法 さんの発言:
file_139.bin

んでまぁ、大統領府から、とりあえず、千億くらい出して。
海法 さんの発言:
file_140.bin

（是空激怒フラグ）
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_141.bin

1000億ならまだ大丈夫ですよ（しれっと
海法 さんの発言:
file_142.bin

まぁでも、経済効果を出すための先行投資ということで
海法 さんの発言:
file_143.bin

やってできんことはないだろう。
雅戌 さんの発言:
file_144.bin

そうですね。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_145.bin

まわりまわってもどってくればいいのです
海法 さんの発言:
file_146.bin

俺なんかは、うちと羅幻と紅葉の、造船国家で組んで
海法 さんの発言:
file_147.bin

あと、るしにゃんさんのアイテムショップとも組んで
海法 さんの発言:
file_148.bin

船系の売り出しをやりたいなーとか、そんなアイディアがぼーっと。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_149.bin

じゃあ俺、通信関係手伝うよ！
雅戌 さんの発言:
file_150.bin

まあ、対応に追われてて実行機会が中々ないんで
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_151.bin

どなたが豪雷巨烈役ですか＜是空激怒
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_152.bin

っていうか宇宙港うごかしたい
雅戌 さんの発言:
file_153.bin

この機会にできれば、というのはありｍすよね
海法 さんの発言:
file_154.bin

そうねー＜対応
海法 さんの発言:
file_155.bin

うん
雅戌 さんの発言:
file_156.bin

具体的な機会を作れば、動きやすくなりますし。
海法 さんの発言:
file_157.bin

あと、うちとゴロネコとるしで組んで、詠唱の底上げとかそんな感じで！
海法 さんの発言:
file_158.bin

まぁ、各国の産業の「ここ」と「ここ」をつなげたら、効果あがるんじゃね？　ってのを、どんどん出してゆかない？
海法 さんの発言:
file_159.bin

で、それ＋産業博覧会みたいなイベントとして。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_160.bin

それはかまわんのですが
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_161.bin

ウチ今
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_162.bin

農業扱いじゃないですか＜ターン末結果
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_163.bin

あれはいわゆる産業ナシなので
海法 さんの発言:
file_164.bin

そこは、やりようじゃね？
海法 さんの発言:
file_165.bin

たとえば、キノウツン旅行社から、なんか派生させてもよいじゃろ。
海法 さんの発言:
file_166.bin

メイド喫茶でもいいし。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_167.bin

メイドなんかいないっすよ
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_168.bin

うちはないんですか、とのりそこねた！＞詠唱のそこあげ
海法 さんの発言:
file_169.bin

復興で立ち上げりゃいいのよ。
海法 さんの発言:
file_170.bin

どちみち、なんか国の復興で産業の立ち上げがいるじゃろ。＞アシタ
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_171.bin

いや、単純に時間がいるんですわ
海法 さんの発言:
file_172.bin

玄霧とは、このターン、聯合取り忘れたので！（おいおい）
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_173.bin

（設定国民が若すぎる）
海法 さんの発言:
file_174.bin

なるほどー
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_175.bin

メイドやれる人材がいないんですね
海法 さんの発言:
file_176.bin

あぁ女性は少ないとゆーてたね。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_177.bin

まだ子供ばっかりですな
海法 さんの発言:
file_178.bin

そのへんは、すまん。俺もキノウツンの現状はよく知らない野で。
海法 さんの発言:
file_179.bin

無神経なことを言ってしまうかもしれんが。
海法 さんの発言:
file_180.bin

まぁ、その気になればネタはなんかあるだろう、くらいだね。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_181.bin

まぁ、他国の情報知り尽くしてる奴は人間TLOなので別にかまわないんですがｗ
海法 さんの発言:
file_182.bin

http://www.amazon.co.jp/%E4%B8%80%E5%88%80%E6%96%8E%E3%81%AF%E8%83%8C%E7%95%AA%E5%8F%B76-%E4%BA%94%E5%91%B3-%E5%BA%B7%E7%A5%90/dp/4894090392
海法 さんの発言:
file_183.bin

そんなわけで、まぁ、無責任なアイディア、第二弾だが。
海法 さんの発言:
file_184.bin

五味 康祐 とゆー、ちょっと前の人だけど、すげーチャンバラ伝奇小説の大家の人がだな。
海法 さんの発言:
file_185.bin

一周回って、こういうワケわからん短篇も書いてる（笑）
海法 さんの発言:
file_186.bin

後楽園球場に現れた、一刀流十七世正嫡伊藤一刀斎敏明。
海法 さんの発言:
file_187.bin

プロテストに合格したあと、大リーガーと戦う、という（笑）
海法 さんの発言:
file_188.bin

この本、ＮＷに持ち込んで、ムラマサ野球ブームを作れないか、とか、ふと思った
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_189.bin

それはあれですか
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_190.bin

アストロ球団的な
海法 さんの発言:
file_191.bin

うむ！
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_192.bin

一週まわりすぎてもはやあれな感じに
海法 さんの発言:
file_193.bin

アイアンリーガーでも可！
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_194.bin

ナニワの野球少年たちに大人気になっちゃうのか
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_195.bin

あとまあ、質疑で
海法 さんの発言:
file_196.bin

ナニワと組んでやったら、案外面白いんじゃないかと、大変無責任に俺は思った！
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_197.bin

遷都問題とかでてるんですが
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_198.bin

でも刀でボール打つから真後ろに飛ぶ
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_199.bin

（すぱっときれて）
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_200.bin

ぶっちゃけると今どこに遷都するのも不可能だと思うんですよね
海法 さんの発言:
file_201.bin

ふむー
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_202.bin

まあ、すごい失礼な意見でいいなら、あるにはあるんだけども・・・
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_203.bin

だってある日荒くれ者がお隣にひっこしてきたよ！とかなると
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_204.bin

誰だっていやでしょうよｗ
海法 さんの発言:
file_205.bin

まぁだからこそ、移転するわけだけどなぁ。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_206.bin

そうならない場所があるにはあるんだぜ？（苦笑）
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_207.bin

うそだー、だまされないぞー＞玄霧
涼原/akiharu さんの発言:
file_208.bin

んー。東日本地図的には基本的にどこかの藩国があるｏｒ隣接国がある状況なんでしたっけ？
海法 さんの発言:
file_209.bin

まぁ、日本北部の空いてる県？
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_210.bin

いやね
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_211.bin

海という広い舞台が
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_212.bin

ぶっちゃけ、都市船かいとってだな
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_213.bin

お前は何を言っているんだ
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_214.bin

海の中ならそうそうとなりにちょっかいかけれまい。
大分不便だけど
雅戌 さんの発言:
file_215.bin

まあ
雅戌 さんの発言:
file_216.bin

何をやったってどうしてもトラブルは起きます。
海法 さんの発言:
file_217.bin

都市船なら余ってるから売れぬことはないが、さすがにそれはぶっとびすぎだな（笑）
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_218.bin

いやだから
雅戌 さんの発言:
file_219.bin

その上で、お互いがどう歩みよるか、でしかないので
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_220.bin

失礼だって最初に断ったじゃないですか！ｗ
海法 さんの発言:
file_221.bin

まぁ、あれだ。東京のほうの人なら、比較的、まだ国民感情荒れてないから
雅戌 さんの発言:
file_222.bin

無理、ではないと思いますよ。
雅戌 さんの発言:
file_223.bin

例えば長野に来られるなら、玄霧藩国はそれに協力します。少なくとも僕は協力します。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_224.bin

うん、俺も別にかまわんぜ
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_225.bin

まあ、住民感情とかでトラブルは起こるかもしれんが、それはどこでも同じだし
雅戌 さんの発言:
file_226.bin

仮に近隣国が難色を示すなら、その折衝も含めて協力します。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_227.bin

おまいらくらいだよ、暖かいのは（ﾌﾞﾜｯ
涼原/akiharu さんの発言:
file_228.bin

羅幻さんの設定国民さんはどーなんでしたっけ？＞関東エリアの場合
ちなみに今回のケースの場合西に行けば行くほど直接被害がない感じですね
海法 さんの発言:
file_229.bin

いや、うちの国もＯＫなんじゃが
海法 さんの発言:
file_230.bin

さすがに東京だと、俺の独断ではいいにくい（笑）
海法 さんの発言:
file_231.bin

よけはＯＫよん。
神室＠紅葉国 さんの発言:
file_232.bin

紅葉国（岩手）でも大丈夫な気はします（水中でしたので被害なし
雅戌 さんの発言:
file_233.bin

まあ、最適がどこなのかはわかりませんけど
file_234.bin

 
file_235.bin

 snowwizard＠東 さんが会話から退席しました。
file_236.bin

 
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_237.bin

うちも同じ場所にるしにゃんさんいるんで、勝手にＯＫしちゃったらあれなんだけどねｗ
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_238.bin

あー、それはメドイ
雅戌 さんの発言:
file_239.bin

歩み寄る姿勢がなきゃはじまりません。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_240.bin

ただまあ、ぶっちゃけ北海島はつらい
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_241.bin

だからまあ、西側の
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_242.bin

帝国の近くに行けば、被害を受けたところは遠ざかるわけだし、いいのかもしれぬ
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_243.bin

ネタ案として
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_244.bin

＃そしてすげーしょーもないことを思いついて口を閉じる
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_245.bin

「そうだ、西日本に行こう」とか
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_246.bin

そんな時期もなかったわけではない
海法 さんの発言:
file_247.bin

まぁとまれ、北海島および東北から離れてけば、なんとかなるじゃろ
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_248.bin

まあそうですな。出来るのであれば離れたまま近づきたくない＜北海島
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_249.bin

石川県あたりおいしくない？
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_250.bin

っていおうとしたら、ていこくだったよ
雅戌 さんの発言:
file_251.bin

惜しいとこですね。
雅戌 さんの発言:
file_252.bin

まあ、遷都については、今の話を国民の皆さんに持ち帰っていただきたいです。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_253.bin

群馬あたりになると微妙に東京に近いしなぁ
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_254.bin

惜しい人をなくした＜石川県
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_255.bin

ケン・イシカワじゃねーよ！ｗ
雅戌 さんの発言:
file_256.bin

あと、各国の皆さんも、自国の方々に、その旨ちょっとお話していただければと思います。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_257.bin

ん、あ、そうだ。レンジャーって岩手だっけ？
海法 さんの発言:
file_258.bin

岩手
神室＠紅葉国 さんの発言:
file_259.bin

岩手は紅葉ですね。レンジャーさんは…
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_260.bin

ぬう。
いや、たぶん考えなくていいだろうけど、遷都の時期次第ではムラマサ侵攻ルートに普通にかぶるとおもった
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_261.bin

今すぐきめるわけじゃないし、ぶっちゃけ関係ないだろうけど、地図を見てふと（苦笑）
神室＠紅葉国 さんの発言:
file_262.bin

＃山形県でした＜レンジャーさん
雅戌 さんの発言:
file_263.bin

ゴートですよね？
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_264.bin

だからもう、開いてるところないんだよｗ＞玄霧
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_265.bin

あ、ごめん。ゴート
雅戌 さんの発言:
file_266.bin

うん、今行軍中の敵ゴートが
雅戌 さんの発言:
file_267.bin

まあそのへんにいるので。
海法 さんの発言:
file_268.bin

別に途中通ったから怒るってわけじゃあるまい（笑）
海法 さんの発言:
file_269.bin

あぁゴートか。まぁゴートは片付けよう（笑）
雅戌 さんの発言:
file_270.bin

です。
海法 さんの発言:
file_271.bin

片付けないと、そりゃ、経済振興とか言ってられないよ（笑）
雅戌 さんの発言:
file_272.bin

まあ、そっちはそっちで、各国にご協力いただきつつ準備進めてますので
涼原/akiharu さんの発言:
file_273.bin

要塞建設難易度が玄霧さんの名前欄にある5０でしたっけか
雅戌 さんの発言:
file_274.bin

ＥＶ１６４になるなりした際は、お手数ですがご協力お願い致します。
雅戌 さんの発言:
file_275.bin

ですねー。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_276.bin

そうにゃのよー
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_277.bin

越前さんとめんどくさいねー。でもなんとかなるかも、うーん。といってた＞一時間ほど前
雅戌 さんの発言:
file_278.bin

大統領へのレポートとかで対応してみるつもりです。帝國からもかなり支援いただけそうですし。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_279.bin

性格には黒埼さんだが
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_280.bin

正確にはｗ
雅戌 さんの発言:
file_281.bin

まあ、そっちはそっちで頑張ります。だから、こっちもこっちで頑張りましょうという。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_282.bin

あいかわらず敵わくなあ…昔セプ企業潰しまくって流入おさえようぜ、といってたのが懐かしいわ…
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_283.bin

しかしよくよく考えてみると、レンジャーが山形だった場合
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_284.bin

たしかに、遠い場所がないなぁ
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_285.bin

まぁ、実質無理だよなーとは国でもいってる
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_286.bin

長野、静岡になるよねぇ
雅戌 さんの発言:
file_287.bin

その辺で考えればいいんじゃないですかね。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_288.bin

千葉とかにすると、次は羅幻がとなりだし
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_289.bin

まあ、うちは問題ないじゃーよ。
キノウツンはなんだかんだで緑多いし！
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_290.bin

基本的に森国との付き合いするチャンスは少ないはずなのに玄霧とは色々あるな
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_291.bin

（というか今回森国以外とは全部聯合してるけど森国とは１つも聯合していない
海法 さんの発言:
file_292.bin

＃まぁムラマサ球団は個人的にいいアイディアかもしれんと勝手に思ってるので！
＃
＃野球って、個人技である程度いける＋チームワークも覚えるので。
雅戌 さんの発言:
file_293.bin

あー。
雅戌 さんの発言:
file_294.bin

なるほど。そういうのもありますねー。
海法 さんの発言:
file_295.bin

もちろんイナズマサッカーでも良いんだが！
雅戌 さんの発言:
file_296.bin

まあ、正攻法＋盛り上げ系で何か　というのはよさそうなので
海法 さんの発言:
file_297.bin

日本人的には、やはり野球ではなかろうかと！
雅戌 さんの発言:
file_298.bin

是非検討していきたいですねー。
海法 さんの発言:
file_299.bin

まぁともあれ、そんな感じー。
雅戌 さんの発言:
file_300.bin

はーい。
海法 さんの発言:
file_301.bin

経済振興政策はそれはそれで重要なので。
海法 さんの発言:
file_302.bin

正攻法の連携も含めてやってきましょー。
雅戌 さんの発言:
file_303.bin

ういす。でですね
雅戌 さんの発言:
file_304.bin

正攻法のほうも、何か漠然としたままでいるので
雅戌 さんの発言:
file_305.bin

政策の内容について簡単に意見出し合えたらと思ってるんですが、どうでしょうか
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_306.bin

時期的にサッカーもありじゃね、とおもいつつ。
政策の内容かー
海法 さんの発言:
file_307.bin

政策の内容かー。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_308.bin

政策の内容かー
海法 さんの発言:
file_309.bin

むつかしいね（笑）
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_310.bin

＃あ、黒埼さんから連絡あったのであとでなげます＞雅戌くん
涼原/akiharu さんの発言:
file_311.bin

投降したムラマサたちの扱いとかもどーしたもんでしょうね。「戦いの場をやる」言うて説得したわけですし
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_312.bin

ぶっちゃけ、ゴートなぐりにいってくださいとか（ぉ
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_313.bin

でも、たぶん毒ガスくらっておわるよなぁ
雅戌 さんの発言:
file_314.bin

まあ、戦場は今後いくらでもありますし。
雅戌 さんの発言:
file_315.bin

ガスますく配布すればいいんじゃないですか？
海法 さんの発言:
file_316.bin

１．復興支援のお知らせ
２．全国協力の要請
３．キノウツン国からの謝罪とリソース提供

海法 さんの発言:
file_317.bin

こんなもんかな？
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_318.bin

けっこうおかねかかるんじゃよ？
海法 さんの発言:
file_319.bin

３は設定国民向けのポーズであることに意味がある。
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_320.bin

ですね＞海法さん
海法 さんの発言:
file_321.bin

お金自体はあんまないと思うし
海法 さんの発言:
file_322.bin

俺個人、キノウツンさんのプレイヤーを責めるつもりはないんじゃが
海法 さんの発言:
file_323.bin

リソース的なフォローは、大統領府含めて、全国でやりつつ
海法 さんの発言:
file_324.bin

名前として出てくれるとありがたい、という感じ。
雅戌 さんの発言:
file_325.bin

そですね。
雅戌 さんの発言:
file_326.bin

あ、えーと
玄霧弦耶＠５０か・・・やっかいなー さんの発言:
file_327.bin

ちなみに、羅幻、レンジャーのプレイヤーも、キノウツンＰＬや一般市民を攻めるつもりはないようで
雅戌 さんの発言:
file_328.bin

今回の件、最初に高原さんとあれこれはなしたのが始まりなので
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_329.bin

現在の財政状況 　　  	 52  	 44  	 43  	 191  	 64 
雅戌 さんの発言:
file_330.bin

今ちょっと高原さんにも着ていただいてよいですか？　ＲＯＭってるだけかもとのことですが。
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_331.bin

いいよー、俺の換わりに働いてもらおう
雅戌 さんの発言:
file_332.bin

いやアシタさんにはアシタさんのやることがありますし。
雅戌 さんの発言:
file_333.bin

ではお呼びします！
|アシタ　スナオ|@PCから異音 さんの発言:
file_334.bin

まあぶっちゃけ責めてもらってもかまわんのだけどね
file_335.bin

 
file_336.bin

 高原 さんが会話に参加しました。
file_337.bin

 
雅戌 さんの発言:
file_338.bin

こんばんはー。
涼原/akiharu さんの発言:
file_339.bin

こんばんはー
高原 さんの発言:
file_340.bin

こんばんは
神室＠紅葉国 さんの発言:
file_341.bin

こんばんはー

