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株式会社コーエーテクモゲームス

■背後技■背後技■背後技■背後技

技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 属性属性属性属性 発生発生発生発生 DmDmDmDm ガガガガ

裏天刃 上 11 10 -7

天神翔 中 16 38 -12

裏地刃 下 13 14 -6

裏天脚 上 14 30 -14

裏人脚 中 15 25 -13

月影脚 中 24 28 -5

幻落脚 下 20 24 -10

■固有打撃技■固有打撃技■固有打撃技■固有打撃技 ■投げ技■投げ技■投げ技■投げ技

技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 属性属性属性属性 発生発生発生発生 DmDmDmDm ガガガガ 技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 属性属性属性属性 発生発生発生発生 DmDmDmDm 硬硬硬硬

天刃 上 9 10 -3 竜灯円舞 上段正面 5 45 －

二連突き (上上) 9 10 -5 霞返し 上段正面 7 50 －

連界刃閃突 (上上)(中中) 11 14+12 -8 鷹梓 壁際で 壁 7 40+20 －

連界刃閃突～地風 　　　　　　　 (１発目ヒット時) (上上)中- 30 陽炎 上段正面 7 － 0

連光猛鷲刃 (上上)中 12 17 -9 霧桜 陽炎中に 派生 － － 10

連光猛鷲連刃 (上上)中上 20 20 -10 茨落とし 陽炎中に 派生 － 55 －

連光烈風連脚 (上上)中(中上) 17 12+18 -11 茨砕き 壁際で 陽炎中に 壁派生 － 65 －

連光烈風連脚～天風 　　　　　　　　　　　　 (１発目ヒット時) (上上)中中- 46 天瀧脚 上段正面 10 10+10+10+10+16 －

連突轟雷脚 (上上)(上上上) 17 5+5+18 -13 安達静 壁際で 壁 10 66 －

連炎顎 （上上）中 14 20 -14 29 -

連炎月 （上上）中上 18 32 -12 34 -

連月露 （上上）中下 28 26 -18 天風中に 15 -

連突風渦閃 （上上）下 20 20 -16 飛燕逆落 飛燕中に 派生 － 58 －

天刃・月起 上中 14 20 -14 朧月夜 上段正面 17 68

天刃・葛城 上中中 22 20 -8 朧雲 壁際で 壁 12 75 －

天刃・月起～地風                 (ヒット時) 上中－ 30 鼓車 上段正面 12 18+15 －

天刃・閃天脚 上上 13 18 -10 鼓天車 天井のあるところで 天井 12 18+25 Cr(70～61)

天刃・連天脚 上上上 16 16 -15 狼顎蹴 上段正面 10 58 －

天刃・轟雷脚 上上上(上上上) 18 5+5+18 -13 走り中に 10

猛鷲刃 中 12 17 -9 地風中に 20

猛鷲連刃 中上 20 20 -10 壁際で 走り中に 10

烈風連脚 中(中上) 17 12+18 -11 壁際で 地風中に 20

烈風連脚～天風                  (１発目ヒット時) 中中- 46 翼狩り 敵の背後から 上段背後 5 55 －

風牙 中 16 24 -12    飛襲円舞 敵の背後から 上段背後 10 62 －

旋風刀 中上 15 28 GB(-7) 裏飛燕 敵の背後から 上段背後 29 66 －

旋風刀～地風                      （ヒットorガード時） 中上- 41 敵の背後から 17

掃人影 中 22 20 -12 敵の背後から 地風中に 20

浮天刃 中 20 15 -5 飛燕襲 しゃがんだ敵に 下段正面 5 50 －

地刃 下 12 5 -4 しゃがんだ敵に 下段正面 7 2+2+2+5+15 －

界刃閃突 (中中) 13 18+14 -8 しゃがんだ敵の背後から 下段背後 5 2+2+2+5+25

界刃閃突～地風 　　　　　　(１発目ヒット時) 中－ 30 天井のあるところで しゃがんだ敵に 天井 7

霧幻刀 中 20 21 -9 天井のあるところで しゃがんだ敵の背後から 天井 5

激浪影 下 19 16 -19 浮かせた敵に 29

汐渦影 下(上中) 18 18+16 -12 浮かせた敵に 天風中に 15

汐渦影～地風 　　　　　　　 　(１発目ヒット時) 下上－ 30

閃天脚 上 12 20 -9 ■ホールド技■ホールド技■ホールド技■ホールド技

轟天脚 上上 16 16 -15 技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 属性属性属性属性 DmDmDmDm 硬硬硬硬

轟雷脚 上上(上上上) 18 5+5+18 -12 霞鏡花 上段Pに対して 上段PH 52 －

炎顎蹴 中 15 20 -14 柿の実狩り 上段Kに対して 上段KH 30+22 －

炎月蹴 中上 18 32 -12 零れ桜 中段Pに対して 中段PH 52 －

月露蹴 中下 28 26 -18 稲穂刈り 中段Kに対して 中段KH 52 －

春風連閃 (中中) 16 18+12 -17 紅葉落とし 下段Pに対して 下段PH 52 －

春風連閃～天風                (１発目ヒット時) 中- 46 霜剣刈り 下段Kに対して 下段KH 15 －

橘花閃  上 14 25 -13 舞衣 ジャンプPに対して ジャンプPH 57 －

橘花閃～地風            (ヒット時) 上- 30 羽衣 壁際で ジャンプPに対して 壁 67 －

屠龍脚 (上上) 14 24+15 -13 足柄旋風落 ジャンプKに対して ジャンプKH 57 －

屠龍脚～天風          　 (１発目ヒット時) 上- 46 エキスパートホールドエキスパートホールドエキスパートホールドエキスパートホールド

天襲脚 中 18 22 -12 霧夜桜 敵上段Ｐに対して 上段PH 10 10

月輪脚 中 12 30 -30 時雨舞い 敵中段Kに対して 中段KH 5+15

月輪脚～地風         　  (ヒット時) 中- 29 時雨天舞 天井のあるところで 敵中段Kに対して 天井 15+25

閃地脚 下 14 10 -9

閃人脚 中 14 24 -8 ■ダウン攻撃■ダウン攻撃■ダウン攻撃■ダウン攻撃

舞扇 中 16 22 -11 技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 属性属性属性属性 発生発生発生発生 DmDmDmDm

風渦閃 下 20 20 -16 瓦砕き ダウン 18 10

旋 中 14 20 -14 鷹爪脚 ダウン 34 20

彩雲 中中 22 20 -8

旋～地風               (ヒット時) 中－ 30 ■サイドステップ技■サイドステップ技■サイドステップ技■サイドステップ技

火振

（クリティカルバースト）（クリティカルバースト）（クリティカルバースト）（クリティカルバースト）

中 20 24 -8 技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 属性属性属性属性 発生発生発生発生 DmDmDmDm ガガガガ

火龍斬                    タメ可 中 30～60 28～48 -10 霧風・彩雲 サイドステップ中に 中 35 20 -8

月読

（パワーブロー）（パワーブロー）（パワーブロー）（パワーブロー）

                   タメ可 中 39～60 80 GB(13) 霧風・閃人脚 サイドステップ中に 中 27 24 -8

人襲脚 中 17 22 -12

疾風 上 20 32 -11 ■崖っぷち技■崖っぷち技■崖っぷち技■崖っぷち技

疾天脚 (上上) 21 34 -11 技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド 属性属性属性属性 DmDmDmDm

疾露脚 (上下) 23 28 -12 霧幻絶空斬 崖っぷちデンジャー時に 打撃 30

                    タメ可 中 25～40 40 -12 神風天瀧脚 崖っぷちデンジャー時に 投げ 60

                    最大タメ時 中 40 40 -12

晴嵐虚襲 下 28 28 -18 ■特殊行動■特殊行動■特殊行動■特殊行動

天山爪 天風中に 中 12 18 -9 技名技名技名技名 コマンドコマンドコマンドコマンド

天雷脚 天風中に 中 23 24 -15 天風

天雷脚～地風 天風中に        (ヒット時) 中－ 30 地風

裂空牙 地風中に 上 7 30 -4 裏駆け

月光脚 地風中に (中中) 16 22+18 -11 迅鯨 裏駆け中に

月光脚～天風 地風中に        (1発目ヒット時) 中- 46 アピール：「引けないわ」 START

晴嵐掌

（クリティカルバースト）（クリティカルバースト）（クリティカルバースト）（クリティカルバースト）

地風中に 中 17 24 -8 アピール：「そっと静かに」      START

陰月朧 68 －上段背後

空中 35 －

－

飛燕 56上段正面

朧駆け 上段正面 60

光輪残月

（パワーランチャー）（パワーランチャー）（パワーランチャー）（パワーランチャー）

－

朧雲 壁 75

虹飛沫

虹天飛沫

震電落

Cr(60～51)2+2+2+5+25
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■表内の表記に関して■表内の表記に関して■表内の表記に関して■表内の表記に関して

　 表内のコマンド表記に関しては下記のように数字を当てはめて表記しております。


