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株式会社コーエーテクモゲームス

■固有打撃技■固有打撃技■固有打撃技■固有打撃技 ■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 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

平手打ち 上 11 11 -1 振向・平手打ち 上 11 11 -1

返し平手 (上上) 10 10 -8 振向・廻し平手打ち 中 14 20 -14

渦潮平手 (上上)中 18 20 -14 振向・足止め打ち 下 14 10 -4

花勝見 (上上)上 29 24 GB(-2) 裏早稲 上 11 22 -13

芝草刈り (上上)下 23 20 -15 裏朱華 中 17 24 -11

絹柳 (上上)下(中上) 32 15+28 GB(2) 振向・竹葉刈り 下 21 24 -14

双草刈り (上上)下下 20 22 GB(2)

姫百合 上上 13 22 -7 ■「井伊家家訓！」からの派生技■「井伊家家訓！」からの派生技■「井伊家家訓！」からの派生技■「井伊家家訓！」からの派生技

張り手 中 14 18 -12 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

張り手・椿 中中 12 18 -9 弓絃葉 「井伊家家訓！」中に (中中) 81 20+15 -2

張り手・棗 中中上 29 24 GB(-2) 桜花 「井伊家家訓！」中に 上 75 20 GB(-12)

張り手・樒 中中中 21 22 -8 無双奥義・皆伝 「井伊家家訓！」中に          ヒット時 － － 10+5+5+45 －

張り手・橡 中中下 22 18 -7 玉掃 「井伊家家訓！」中に (下下下) 54 10+10+24 GB(2)

廻し平手打ち 中 18 20 -14 合歓 「井伊家家訓！」中に 中 60 40 GB(-31)

上段水平手刀 上 18 20 -7 紫草 「井伊家家訓！」中に 中 61 26 GB(-6)

小手打ち 中 15 18 -6

足止め打ち 下 14 5 -4 ■投げ技■投げ技■投げ技■投げ技

揚げ打ち 中 16 20 -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 硬硬硬硬

早稲 上 11 22 -13 白鷺 上段正面 5 47 －

花橘 上上 17 15 -9 千鳥 上段正面 7 5+5+5+5+5+28 －

岩菅 上上上 25 15 -14 猿倒し 上段正面 10 60 －

梅花 上上上中 20 10 -14 上段正面 12 －

葛葉 上上上中下 15 10 -14 「井伊家家訓！」中に 上段正面 52 －

若松 上上上中下中 14 10 -14 跳ね兎 しゃがんだ敵に 下段正面 5 52 －

蓮葉 上上上中下中下 14 10 -13 敵の背後から 5 －

紅 上上上中下中下上 23 25 GB(4) 敵の背後から 7 －

松風 上中 20 15 -25 敵の背後から 10 －

                         (成功時） 上(中上×7) 19

7+2+2+2

+2+2+12

- 裏霍公鳥 敵の背後から 上段背後 12 76 －

                         (失敗時) 上(中上×6) 19 7 -89 月夜兎 しゃがんだ敵の背後から 下段背後 5 62 －

春雨 上上(中中) 22 20+15 -15

秋雨 上上（中中中） 26 25 GB(8) ■ホールド技■ホールド技■ホールド技■ホールド技

伊勢 　　　　　　　　　　　　　　  　※1 上上上(中×4) 26 20+6+6+6 -35 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

神風 上上上(中×4)中 28 25 -16 雲雀返し 上段Pに対して 上段PH 48 －

三枝 上上上上 22 25 GB(4) 蝦落とし 上段Kに対して 上段KH 48 －

堅香子 上上上中上 29 24 GB(-2) 樋熊返し 中段Pに対して 中段PH 18+30 －

梓弓 中 16 20 -14 鴬返し 中段Kに対して 中段KH 48 －

春菜 中中 26 16 -20 跳ね馬 下段Pに対して 下段PH 48 －

真弓 中中中 16 15 -14 鴛鴦 下段Kに対して 下段KH 48 －

若菜 中中中中 26 16 -20 鵺落とし ジャンプPに対して ジャンプPH 53 －

山縵 中中中中上 24 20 -13 百舌鳥落とし ジャンプKに対して ジャンプKH 53 －

晩稲刈り 中中中中上下 20 14 -15

川楊 中中中中上下(中上) 33 15+28 GB(2) ■ダウン攻撃■ダウン攻撃■ダウン攻撃■ダウン攻撃

舞鶴 中上 16 20 -14 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

降鶴 中(上中) 20 25 -11 蕨 ダウン 18 10

都萬麻 中中上 29 24 GB(-2) 粟蒔き ダウン 34 20

杜若 中中中中 18 24 -9

紅花 中中中中 30 24 -11 ■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

馬酔木 中中中中 42 26 GB(4) 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

山吹 中中中中(中中) 41 20+15 -2 流れ揚げ打ち サイドステップ中に 中 28 20 -11

椿 中 12 20 -9 流れ椿 サイドステップ中に 中 25 20 -9

棗 中上 29 24 GB(-2)

樒 中中 21 20 -8 ■崖っぷち技■崖っぷち技■崖っぷち技■崖っぷち技

橡 中下 22 18 -7 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

葦鶴 上 16 22 -14 千鳥乱舞 崖っぷちデンジャー時に 打撃 30

鶴嘴 (上中) 20 25 -10 月夜霍公鳥 崖っぷちデンジャー時に 投げ 60

思草 (中中) 22 20+15 -15

忘草 （中中中） 26 25 GB(7) ■特殊行動■特殊行動■特殊行動■特殊行動

草刈り 下 14 10 -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

中稲 中 15 22 -8 跳躍

錐揉                  ※1 (中×4) 30 20+6+6+6 -35 「井伊家家訓！」

巻風 (中×4)中 26 25 -16 アピール「がんばります！」 START

撫子

（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 -9 アピール「ごめんなさい」         START

突撃                        タメ可 中 25～60 28～48 -14 アピール「ごめんなさい！」         START

無双奥義

（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 40～60 80 GB(14) アピール「す、すみません！」         START

藤波 中 15 24 -9

真葛 上 15 28 -8

竹葉刈り 上下 20 24 -15

青柳 上下(中上) 32 15+28 GB(2)

朱華 中 22 24 -11

                       タメ可 中 25～40 40 -12

                       最大タメ時 中 40 40 -22

月草～「井伊家家訓！」                        最大タメ～ヒット時 - － － －

葦刈り 下 23 24 -15

合歓 走り中に 中 15 40 GB(-31)

旋空蹴り 跳躍中に 上 27 22 -6

白糸落とし 跳躍中に 中 30 28 GB(3)

※1     初段から4段目のいずれからでも派生可能

月草

（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）

白雪兎 上段背後 57

霍公鳥 66

乱れ松葉

■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
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※ 表記は、その方向に長押しの入力となります。


