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★ドリームクラブ

１．繁華街の中で

　ビジネスマン・馬瓏琉。 

　今日も松本グループとの大きな取引を成功させた彼は、ようやく緊張から解き放たれて肩の力を

抜き、一時の安らぎに身を委ねるのだった。 

　「さてと・・・明日から２連休だし、今日は久しぶりにどこかに飲みに行くか・・・」 

　もう夜１０時だというのに、この繁華街は眠りにつくという事を知らない。 

　キャバクラ、ホストクラブ、キャンパブ、ヘルス、ソープ・・・様々な風俗店が競い合うかのように、道

行く人々に声を掛けて店に誘おうとする。 

　それは馬瓏琉に対しても例外では無く・・・ 

　「あらあら、そこのかっこいいお兄さん、私と一緒に遊んでい・か・な・い？」 

　「悪いな。俺は『そういう店』に興味はねえんだよ。」 

　「そんな事言わないでよ！！今なら入場料込みで６０分１５０００円！！追加料金一切無しだか

ら！！」 

　「じゃあな。」 

　「ちょっと待っ・・・あ～あ、行っちゃった・・・」 

　馬瓏琉に声をかけた女性は、誰もが少しは心を奪われてもおかしく無い程の美人だったのだが、

それでも馬瓏琉の心は動じない。 

　別に女に全く興味が無いとか、そういうのではない。社内の営業成績が常にトップの馬瓏琉は給

料もかなりの額を貰っており、『そういう店』に通えるだけの金銭的な余裕もある。 

　ただ、今日の松本グループとの取引での交渉、駆け引きで神経をかなりすり減らしており、精神

的に疲れ切っている今の馬瓏琉は、とても女を抱く気分にはなれなかったのだ。 

　今はただ物静かな店で、１人で静かに落ち着いて酒を飲んでいたい・・・馬瓏琉はそれだけを望

んでいた。 

　そんな事を考えながら、馬瓏琉が居酒屋にでも足を運ぼうかと考えていた、その時だった。 

　「・・・何だこの店は・・・？こんな店、前からここにあったか・・・？」 

　馬瓏琉の視界に映ったのは、見覚えの無い小さな店。 

　ここに来るのは随分と久しぶりなので、知らない間に新規オープンでもしたのだろうか。 

　この繁華街では売り上げが伸びない店はどんどん潰れていき、潰れた分だけ新しい店がどんど

ん立ち上がる。知らない間に新しい店が出来ていたなんて事は、この繁華街では別に珍しい事で

は無い。 

　店の入り口の前では、メイド姿の女の子たちが穏やかな笑顔で、一斉に馬瓏琉をじっ・・・と見据



えている。 

　キャバクラか、それともキャンパブかヘルスかソープか・・・それとも目の前にいる少女たちがメイド

姿だという事から、ここがメイド喫茶だという事も考えられる。 

　いずれにしても馬瓏琉が望むような『１人で静かに落ち着いて』酒を飲める場所では無さそうだ。 

　それなのに馬瓏琉は、何故かこの店の事が気になっていた。 

　「・・・店の名前は・・・『ドリームクラブ』か・・・」 

　「お客様はもしかして、この店とこの子たちの姿が見えているのですか？」 

　その瞬間、背後から突然感じた人の気配。 

　「・・・っ！？」 

　女性・・・いや、傍目には少女のようにも見える。だが彼女が放つオーラのような物、そして見た目

からは不相応な落ち着いた雰囲気が、彼女を少女ではなく『女性』だと感じさせている。 

　特徴的なのは、蝶の形をした髪飾りだ。 

　（この俺に全く悟られる事無く、背後を取るとは・・・この女、相当な使い手だな・・・） 

　正面からまともに戦えば・・・負けるとは言わないが、互角か・・・ 

　馬瓏琉は目の前の女性の実力を肌で感じ取っていた。 

　だが彼女からは、敵意は全く感じられない。目の前の少女たちと同じように、とても穏やかな微笑

みを馬瓏琉に見せている。 

　「・・・うふふ、その様子だと私たちの姿が見えているようですね。」 

　「何だそりゃ？新手の客引きのネタか？」 

　まあ客引きにしても、たまにはこういう奇抜なやり方も面白いかもしれない。 

　最近は先程のヘルス嬢のように、どこの店も女の色気を前面に出して無理矢理誘うという、全く

面白くも何とも無いワンパターンなやり方しかしてこないので、馬瓏琉はとても新鮮に感じていた。 

　馬瓏琉は目の前の女性をじっ・・・と見据える。 

　「ここはどういう店なんだ？キャンパブか？ヘルスか？ソープか？」 

　「いえ、私達の店は風俗店ではありませんので。」 

　「ならキャバクラか？それともメイド喫茶か？」 

　「そうですね・・・どちらかと言うとキャバクラに近いかもしれませんね。」 

　「・・・近いだと？キャバクラじゃねえってか。」 

　女性の曖昧な返答が、逆に馬瓏琉の興味を注ぐ事になった。 

　とても穏やかな笑顔で、女性は馬瓏琉にはっきりと告げる。 

　「ここはピュアな心の持ち主しか入店を許されない店・・・夢の社交場です。」 

　「夢の社交場・・・だから『ドリームクラブ』ってか。」 

　「はい。然様でございます。」 

　ピュアな心の持ち主しか入れない店。 

　何だかどこかで聞いた事のあるような設定の店だった。 



　「お客様には、この店もこの子たちの姿も見えている。つまりはピュアな心の持ち主・・・この店へ

の入店資格があるという事です。」 

　「・・・ほう、何だか面白そうな店じゃねえか。酒は出せるのか？」 

　「もちろんでございます。腕によりをかけて美味しい手料理もご馳走しますよ？」 

　「システムはどうなってるんだ？それと食事のメニューも確認したいんだが。」 

　「はい、こちらでございます。」 

　女性に手渡された分厚いカバーに包まれた冊子に、馬瓏琉は目を通す。 

　基本料金は６０分５０００円で、延長料金は３０分につき３０００円。ホストガールの女の子とお話し

たり遊んだり、さらには女の子が歌とダンスを披露してくれるのだそうだ。 

　ただし風俗店では無いので、女の子の体に触れるのは禁止。 

　料理や飲み物に関してはメニューが豊富で、料金もまぁ妥当な所だろう。 

　「・・・いいだろう。案内してくれや。」 

　「はい、ありがとうございます。ドリームクラブへようこそおいで下さいました。どうぞ夢の一時を存

分にお楽しみ下さいませ。」 

　女性に案内されて、少女たちの歓迎を受けながら、馬瓏琉は店内へと入っていく。 

　その一方で他の通行人たちは、そこに店があるという事を認識すら出来ていないようで、全く見

向きもしないでその場を素通りしていく。 

　彼等の目に映っていたのは夢の社交場などではなく、ただの小さな空き家だった・・・。 

２．安らげる場所

　店内では既にメイド服を着た女の子が、歌と踊りを客に披露していた。 

　それなりに繁盛しているようで、店内は満員御礼とはいかないまでも、多くの客で賑わっている。 

　『ピュアな心の持ち主しか入れない』と女性が言っていただけの事はあって、客の誰もがとても純

真で誠実そうな者ばかりだ。 

　男性の客だけでなく、女性の客も何人か見受けられる。 

　「キャーーーーーッ！！烏月様ーーーーーーー！！素敵ですわーーーーー！！」 

　「みんなーーーー！！応援してくれてありがとうーーーー！！」 

　歌とダンスを終えたばかりの長髪の女の子が、黄色い声援を送る数人の女の子に笑顔で応える。

 

　凛々しさと美しさを兼ね備えた彼女は、男性よりも女性に人気が出るタイプのようだ。 

　その様子を遠くから眺めていた馬瓏琉は、とても感心した表情を見せていた。 

　「ほう、随分と儲かってるみてぇじゃねえか。」 

　「うふふ、お褒めに預かり光栄でございます。」 

　「ふう・・・どっこらせっと・・・」 

　「当店はホストクラブやキャバクラと違い、永久指名制ではありません。気に入った女の子をいつ

でも好きな時に指名して下さって結構ですよ。ただし人気のある女の子は、少々お時間を頂く事も

ありますが・・・」 



　女性が女の子の顔写真が掲載された小冊子を、馬瓏琉に手渡す。 

　とても可愛らしい女の子、とても凛々しい女の子、ボーイッシュな女の子、大人しそうな女の子、 

ょ　ぅ　ι゛　ょ・・・色んなタイプの女の子が揃っている。 

　馬瓏琉は一通り目を通し・・・気に入った女の子を見つけたようだ。 

　「このツインテールの小娘を指名したいんだが、呼べるか？」 

　「はい、今は待機中ですので大丈夫ですよ。少々お待ち下さいね。」 

　「おう。」 

　「桂ちゃ～ん、３番テーブルに素敵なＶ系のお兄さんからの指名が入ったわよ～。」 

　女性が事務室まで女の子を呼びに行く。 

　しばらくして、先程馬瓏琉が指名した女の子がやってきた。 

　とても恥ずかしそうな笑顔で、馬瓏琉の隣の席に座る。 

　「えへへ、ご指名ありがとうございます。羽藤桂って言います。」 

　「おうよ。この店は今まで見かけなかったんだが、最近出来たばかりなのか？」 

　「はい、２ヶ月前に新規オープンしたばかりなんですよ。」 

　「そうかよ。俺はこの辺りに来るのは３ヶ月ぶりだからなぁ。俺の記憶が正しければ、ここにあった

のは小さな空き家だったはずなんだが・・・」 

　まあ、今はそんな事はどうでもいい。 

　取り敢えず酒でも飲んで疲れた心を癒したい気分なので、馬瓏琉はメニューを開いてみた。 

　「あの・・・どんなに安い注文でも、私は嬉しいですよ？」 

　少しためらいがちに、桂と名乗った女の子が馬瓏琉にそう告げる。 

　自分が担当した客が支払った代金の何割かが、女の子の給料に上乗せされるシステムのようだ。

　だが馬瓏琉は、あまりにもお人好しな少女の言葉に呆れていた。 

　「おいおい、こういう場合は少しでも高いメニューを注文させるように、客との駆け引きを頑張るも

んだろうが。」 

　「そうなんですけど、お客様に無理をさせるわけにもいきませんし。」 

　とても純真な笑顔を馬瓏琉に見せる桂。 

　少し乱暴にすれば、すぐにでも折れてしまいそうな・・・そんな可憐な花を思わせる、とても純真で

可愛らしい・・・天使のような神聖さすら感じられる少女の姿が、そこにあった。 

　ピュアな心の持ち主しか入れない店・・・というだけの事はあるかもしれない。 

　きっとオーナーらしきあの女性が、店員の事をとても大切にしているのだろう。 

　邪な心を持った客に、女の子を傷つけさせない為に。 

　逆に言うとピュアな心を持つ者しか入れない場所からこそ、この店には他の店には無い、とても

安らげる雰囲気がある。 

　酔って暴れる客もいなければ、変な因縁を付ける客もいない。 

　他の店では決して味わえない、独特の神聖さ、安心さ・・・それ故に『ピュアな心を持つ人限定』

でありながら・・・いや、だからこそなのか・・・こんなにも多くの客で賑わっているのだろう。 

　「全く、仕方のねぇ小娘だな。じゃあこの『神の血』をハーフボトルで１本と、後は・・・そうだな、つ



まみとしてチーズの盛り合わせを頼むわ。」 

　「は～い。」 

　それはハーフボトルで１本３０００円の、それなりに高価な赤ワインだった。 

　もっと高価な酒を注文しても良かったのだが、それだと何だか目の前の可憐な少女に余計な気

を遣わせてしまいそうだったので、止めておく事にした。 

　これ位の値段なら、まあ妥当な範囲内だと言えるだろう。 

　「すいませ～ん、『神の血』のハーフボトル１本と、チーズの盛り合わせをお願いしま～す。」 

　「はい、かしこまりました。」 

　桂に呼び出された裏方の青年が、注文を聞いて調理場へと消える。 

　店によってはこういった裏方の仕事も、ホストガールが兼任してやっているケースもあるのだが、

この店では完全に役割分担が決まっているようだ。 

　「お待たせしました。『神の血』ハーブボトルとチーズの盛り合わせでございます。」 

　しばらくして先程の青年が、注文を手にやってきた。 

　赤ワインが入った小さなボトルと、グラス、何種類かのチーズが盛られた小皿・・・次々とテーブル

に並べていく。 

　「はい、それではお注ぎしますね。」 

　「おうよ。て言うかお前は飲まねぇのか？いや、それ以前に未成年か。」 

　「このお店はホストクラブやキャバクラではありませんから。お客様を精一杯もてなして、疲れ切っ

た心を癒して差し上げる事・・・それが私達に課せられた役目です。」 

　「だから酒を飲んで酔っ払って、自分を見失う訳にはいかねえってか。大したプロ意識だな。」 

　「はい。」 

　自分の仕事に誇りと信念を持っているのだろう。 

　その純真な笑顔からは、力強い意志のような物を感じられた。 

　それにピュアな心を持つ者しか入れないからこそ、女の子に無理矢理酒を飲ませるような輩も存

在しないという事か。 

　桂に注がれた赤ワインを、ぐっ・・・と喉に流し込む馬瓏琉。 

　『神の血』はアルコール分はそれ程でも無いが、他の赤ワインには無い独特の甘みがある。 

　「ふぅ・・・この独特の甘みは『神の血』ならではだな。」 

　「はい。当店の人気商品の１つでもあるんですよ？お酒が苦手な人でも凄く飲みやすいって、お

客様の間でも評判ですし。」 

　しばらく酒とチーズを口にしながら、桂と他愛無い世間話をしたり、仕事での愚痴をこぼしたりす

る馬瓏琉。 

　そんな馬瓏琉の話に、とても純真な笑顔で応える桂。 

　こんなにも心が安らいだのは、随分と久しぶりのような気がする。 

　ピュアな心を持つ者しか入れない店・・・だからこそこの店は、こんなにも温かくて安らげる空間を

自然に創り出せているのかもしれない。 



　「そう言えばこの店は、ホストガールに歌やダンスをさせる事も出来るだったよなぁ？」 

　「はい。基本料金に含まれているサービスですので、追加料金は発生しませんよ。ただし曲の方

はこちらで選ばせて頂きますが・・・」 

　「そうかよ。だったらお前の歌を拝ませてもらおうか。」 

　「は～い、かしこまりました～。」 

　桂はマイクを手に舞台にあがり、客や仕事仲間からの精一杯の声援を受けながら、少し控えめ

なダンスと共に切ない恋の物語を歌にする。 

　歌の内容は、馬瓏琉もよく知っている代物だった。 

　とても甘くて、とても切ない・・・そんな青春の恋物語。 

　やがて桂の歌とダンスが終わり・・・店内は壮大な拍手と歓声に包まれていた。 

　馬瓏琉も、控えめな拍手を桂に送り出す。 

　ひいき目無しで、馬瓏琉は桂の歌とダンスを心から楽しむ事が出来たのだ。 

　「ほう、中々やるじゃねえか。」 

　「えへへ、どうもありがとうございます。」 

　戻ってきた桂に馬瓏琉がそんな素直な感想を口にした、その時だった。 

　「ぐばあああああああああああ！！桂最高ーーーーーーーーーーーー！！」 

　なんか物凄い声が聞こえたと思った瞬間、《剣》を手にした１人の女の子が、物凄い形相で桂の

事を睨んでいた・・・。 

　少女は《剣》に意識を乗っ取られており、狂気に支配されている。 

　「梢子ちゃんいらっしゃい。いつも来てくれてありがとね。」 

　「柚明さぁぁぁぁぁぁぁぁん！！がるるるるるるる！！桂をぉぉぉぉぉぉぉぉ！！指名したいんですけ

どぉぉぉぉぉぉぉ！！」 

　「御免なさいね。桂ちゃんは今、別のお客様の接客をしている最中なの。あと１０分くらい待って

て貰えないかしら？」 

　「うがああああああああああああ！！」 

　「本当に御免ね梢子ちゃん。烏月さんなら空いてるけど、どうする？１０分だけ烏月さんに相手を

して貰う？」 

　先程馬瓏琉をこの店に誘った女性が、とても申し訳無さそうに目の前の少女に釈明していた。 

　一体何が何だか、馬瓏琉は状況を把握出来ない。 

　だが少女は桂の接客を受けている馬瓏琉を睨みつけ・・・物凄い勢いで《剣》を手に斬りかかって

きた（汗）。 

　「死ねぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇぇ（激怒）！！」 

　「どわああああああああああああああああああ（汗）！！」 

　少女の《剣》を、慌てて龍戟で受け止める馬瓏琉。 

　そのまま鍔迫り合いの状態のまま、２人は睨み合う。 

　馬瓏琉は一瞬、何が起こったのか全然理解出来なかった・・・。 



　「あ、梢子ちゃんいらっしゃい。御免ね、今この人の接客をしてる最中だから。」 

　「桂ぃぃぃぃぃぃぃぃぃぃ！！桂ぃぃぃぃぃぃやああああああああああ！！」 

　「あと１０分で終わるから、ちょっと待ってて貰えないかな？」 

　「うがああああああああああああああああ！！」 

　馬瓏琉の隣で、桂がとても申し訳無さそうな笑顔をしている。 

　少女の怒りはさらに増大したようで、《剣》を持つ手に力を込める。 

　馬瓏琉の龍戟が、さらにギシギシと悲鳴を上げる。 

　「つーかこの店って、ピュアな心の持ち主しか入れないんじゃなかったのかよ！？」 

　馬瓏琉は死にそうな顔で桂に文句を言ったのだが、桂はとっても純真な笑顔ではっきりと告げた。

　「そうですよ？だって梢子ちゃん、こんなにもピュアな心を持ってるじゃないですか。」 

　「どこがだーーーーーーーーーーーーーー（汗）！？」 

３．安らげない場所

　「がるるるる・・・がるるるる・・・」 

　桂の隣の席で、梢子が同じく桂の隣の席に座る馬瓏琉を睨みつけていた。 

　「・・・・・（汗）。」 

　「がるるるる・・・しっしっ（激怒）！！」 

　あれから梢子が『桂じゃなきゃ嫌だ』とか言い出したので、仕方が無く桂は馬瓏琉と梢子の両方

を同時に接客する事になったのだが、梢子は愛しの桂に近づく馬瓏琉に対して、怒り心頭だった。

　対称的に馬瓏琉は、何でこんな事になってしまったのか、戸惑いを隠せない。 

　「がああああ・・・がああああ・・・・」 

　「梢子ちゃん、注文は何にする？いつもの奴でいいかな？」 

　「うがっ。」 

　「うん、分かったよ。すいませ～ん、マタムのから揚げと『贄の血』をお願いしま～す！！」 

　梢子の注文を桂がオーダーしたのと同時に、テーブルに置いてあるアラームが鳴り響いた。 

　どうやら馬瓏琉がこの店に来てから、制限時間の６０分が過ぎたようだ。 

　「お客様、延長はどうなさいますか？」 

　「・・・この状況で出来るわけねえだろ（汗）。」 

　桂の傍に寄り添う梢子が、物凄い表情で馬瓏琉を睨みつけていた・・・。 

　もう何と言うか「さっさとここから出て行け！！」と言わんばかりの形相だ。 

　それに馬瓏琉は元々、延長してまでこの店に長居するつもりは無かった。 

　もう夜の１１時だ。あまりグズグズしていると帰りの電車が無くなってしまう。 

　「ふーーーーーっ！！ふーーーーーーーーーーーっ！！」 



　「ああ分かった分かった。俺はもう帰るから、お前はその娘と仲良くやってくれや。」 

　「ふがっ！！ふががっ！！」 

　馬瓏琉は溜め息をついて立ち上がり、清算の為にレジへと向かおうとする。 

　「あ、ちょっと待って下さい！！私が出口まで送り迎えしますので！！」 

　そんな彼の後を、桂が慌てて追いかけてきた。 

　そして馬瓏琉の右腕を、桂は両腕で優しく抱き締める。 

　店の決まりとして退店する客を、担当のホストガールが出口まで送る事になっているのだ。 

　「ごめんね梢子ちゃん、今からこのお客様を出口まで送ってあげなきゃいけないから・・・」 

　「・・・があああ・・・がああああああああ・・・」 

　「すぐに戻ってくるから、ちょっと待っててね。」 

　１人ポツンと取り残された梢子の下に、先程頼んだメニューが届けられる。 

　梢子は注文した『贄の血』を、１人寂しく一口だけ喉に流し込む。 

　その瞬間。 

　「・・・み・な・ぎ・っ・て・来たぁぁぁぁぁぁ！！トランザァァァァァァァァム！！」 

　梢子の体が青く白く美しく輝き、背中から蝶の羽根が生えた・・・。 

　―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　「基本料金５０００円で延長無し、『神の血』のハーフボトルが３０００円と、チーズの盛り合わせが５

００円・・・以上で合計、消費税込みで８９２５円になりますね。」 

　「・・・おらよ。」 

　「はい、１０９２５円お預かりいたします。２０００円のお戻しになりますね。ありがとうございました～。

またのご来店をお待ち致しております～。」 

　店員の青年に料金を支払い、馬瓏琉は桂に付き添われて店の外へと向かっていく。 

　自分の右腕を抱き締める桂の両腕の感触が、何だかとても温かくて安心出来る。 

　最後になってとんでもないトラブルに見舞われたが、それでもそれなりに楽しむ事は出来た。

払った代金に見合うだけのサービスは受けられたと言えるだろう。 

　「お客様、今日はどうもありがとうございました。次も是非私を指名して下さいね。」 

　「いや、この際だから色んな奴と楽しみたいからなぁ。」 

　「もう、お客様の浮気者～。」 

　「はっはっは。まあ気が向いたら指名してやるよ。」 

　店の出口付近で、とても和やかな表情で会話をする馬瓏琉と桂。 

　だが、その時だ。 

　「うがああああああああああああああああああああああああああああああ！！」 

　ドスッ。 

　馬瓏琉の腹を、梢子の《剣》が貫いていた。 



　「・・・・・は？」 

　一瞬、何が起こったのか理解出来なかった馬瓏琉。 

　そして後になって襲い掛かる、腹部への強烈な痛み。 

　「あ・・・？」 

　「桂からああああああああああああああ、離れろおおおおおおおおおおおおおお！！」 

　ブシューーーーーーーーーッ！！ 

　梢子が《剣》を腹から抜いた途端、凄まじい鮮血が腹部からほとばしる。 

　「あ・・・あれ・・・？」 

　そのまま、どう・・・っと倒れる馬瓏琉。 

　身体に力が入らない。全身がどんどん冷たくなっていく。 

　「がああああああああ！！がああああああああああ！！があああああああああああああ！！」 

　薄れ行く意識の中、馬瓏琉が見たのは・・・蝶の化身と化して、物凄いジト目で自分を見つめる

梢子・・・そして・・・ 

　「・・・お客様が悪いんですからね・・・？」 

　とても冷酷な表情で、桂が梢子から借りた《剣》を大きく振りかぶって・・・ 

　「だって・・・次も私の事を指名するって、約束してくれないんだから・・・！！」 

　「・・・って、そんなオチかよーーーーーーーーーーー！？」 

　「お客様の、浮気者ーーーーーーーーーーーーーーーー！！」 

　振り下ろす！！ 

　「ぶぎゃあああああああああああああああ！！」 

　ズバーーーーーーーーーン！！ 

　――――ＢＡＤ　ＥＮＤ：ヤンデレの桂に死ぬほど愛されて眠れない馬瓏琉 

４．実はまだまだ続く

　「・・・様・・・お客様・・・」 

　「んっ・・・」 

　店員に身体をゆすられて、馬瓏琉はようやく目を覚ました。 

　「・・・あ？ここは・・・」 



　「お客様、大丈夫ですか？先程から酷くうなされていたようですが・・・」 

　未だに眠気が残る体を起こし、馬瓏琉は辺りを見渡してみる。 

　そこは先程まで馬瓏琉が夕食を取っていた、マッハ寿司の店内だった。 

　何が何だか分からないと言った表情で、馬瓏琉は呆然としている。 

　「あれ・・・俺は・・・死んだはずじゃ・・・」 

　「・・・お客様・・・何を訳の分からない事をおっしゃっているのですか・・・？」 

　「・・・夢・・・だったのか・・・？」 

　落ち着いて、記憶の中を整理してみる。 

　今日は瑠璃宮の門への生贄にするために、夕方にナミを拉致に出向いて・・・柚明に妨害されな

がらも、両者互角の壮絶な死闘の末に柚明を破り・・・ナミを無事に拉致する事に成功して・・・魍

魎にナミを根方の所まで届けさせた後、腹が減ったからこの店で寿司を食べて・・・ 

　「・・・あれから眠っちまってたのか・・・俺は・・・」 

　「もう閉店の時間ですので、そろそろご清算をお願いしたいのですが・・・」 

　「あ？・・・ああ、そうだな・・・」 

　時計の針は、夜１０時を回っていた。 

　馬瓏琉は立ち上がり、レジで清算を済ませて店を後にする。 

　だが先程の奇妙な、それでいてリアルな夢は一体何だったのか・・・ 

　いや・・・あれは本当に夢だったのか・・・ 

　夢にしてはあまりにも鮮明に覚え過ぎていて、何だか凄く後味が悪い。 

　「・・・取り敢えず、明日は儀式の執行日だからな・・・地下祭壇で明日の準備でも済ませておく

か・・・」 

　夏の涼しい夜風に当てられながら、馬瓏琉は踏み石を渡って卯良島へと向かおうとする。 

　だが、馬瓏琉が踏み石に足を踏み入れようとした、その時だ。 

　「・・・何っ！？」 

　馬瓏琉の元に飛んできた、無数の月光蝶。 

　慌てて馬瓏琉は龍戟を召喚し、それらを全て斬り捨てる。 

　馬瓏琉が還した月光蝶が、美しい光の粒子と化して天へと昇って行く。 

　「気配は完全に消したつもりでしたが・・・さすがは夷の王と名乗るだけの事はありますね。」 

　「・・・羽藤柚明・・・往生際の悪い奴だ・・・！！」 

　岩陰から柚明が姿を現し、馬瓏琉の前に立ちはだかった。 

　馬瓏琉も龍戟を構え、柚明の出方を伺う。 

　「まだ俺に立ち向かおうってか。今日の夕暮れに俺に負けた事を忘れたのか？」 

　「生贄の儀式は、汀ちゃんとコハクさんがきっと食い止めてくれる・・・私が今成すべき事は、ここ

で貴方を食い止める事です。」 

　「面白ぇ！！食後の運動には丁度いいかもなぁ！！」 

　「・・・トランザムっ！！」 



　柚明の全身が青く白く美しく光り輝く。背中から蝶の羽根が生える。 

　その美しくも神々しい姿は、まさしく蝶の化身だ。 

　「馬鹿の１つ覚えだなぁ！！てめぇのその技はもう見飽きてんだよおっ！！」 

　「はあああああああああああああっ！！」 

　柚明と馬瓏琉が正面からぶつかり合う。２人の体が何度も交錯する。 

　「おらあああああああああああっ！！」 

　「舞い上がれぇっ！！」 

　柚明の周囲を無数の月光蝶が舞い上がり、まさしく旋風（つむじ）となって、馬瓏琉の斬撃から柚

明を守る。 

　聖なる力と邪悪な力が激突し、２人の周囲に無数の火花が走る。 

　だが・・・ 

　「・・・ところで馬瓏琉さん。」 

　「あんだよ！？」 

　柚明はニヤニヤしながら、馬瓏琉の耳元で小さく囁いた。 

　「・・・ドリームクラブへようこそ・・・」 

　「・・・・・！？」 

　今日の夕方に馬瓏琉に負けた柚明の、ほんのささやかな馬瓏琉への仕返しだった・・・。 
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