
あやね技表 Ver.1.06（AC版）

流派：霧幻天神流忍術覇神門

■ブレイクシステム
技名 コマンド 属性

フェイタルラッシュ1 S 上

フェイタルラッシュ2 SS 上(中上)

フェイタルラッシュ3 SSS 上(中上)(上上)

フェイタルラッシュ4 SSSS 上(中上)(上上)中

サイドアタック
ブレイクゲージ25%以上の状態で
サイドステップ中に S

中

ブレイクブロー ブレイクゲージ100%の状態で →S 中

ブレイクホールド ブレイクゲージ50%以上の状態で ←S －

■固有打撃技
技名 コマンド 属性

覇刃 P 上

連刃 PP (上上)

連刃虚空爪 PPP (上上)中

連刃双龍閃 PPPK (上上)中(中上)

連刃轟龍閃 PPP・K (上上)中(中上上)

連刃虚空爪～背陣 PPP← (上上)中-

連刃飄針 PP→P (上上)中

連刃飄針～風舞 PP→P↗ (上上)中-

連刃飄針～颪 PP→P↘ ※颪からの派生につながる (上上)中-

連刃弧影爪 PP→PP (上上)中中

連刃陽炎脚 PP→PK (上上)中中

連刃覇天脚 PPK (上上)上

連刃連天脚 PPKK (上上)上上

連刃天龍顎閃 PPKKK (上上)上上上

連刃紅蓮舞 PPKK↓K (上上)上上下

連刃覇天脚～風転 PPK→ ※風転からの派生につながる (上上)上-

連刃迅雷脚 PP→K (上上)中

連刃龍槍脚 PP→KK (上上)中上

連刃狼槍脚 PP→K↓K (上上)中下

覇刹 P←P 上中

覇刃背脚 PK 上(上上)

覇刃神槍 PKK 上(上上中）

飄針 →P 中

飄針～風舞 →P↗ 中-

飄針～颪 →P↘ ※颪からの派生につながる 中-

弧影爪 →PP 中中

陽炎脚 →PK 中中

虚空爪 →→P 中

虚空双龍閃 →→PK 中(中上)

虚空轟龍閃 →→P・K 中(中上)

虚空爪～背陣 →→P← 中-

螺旋刀 ←P 中

螺旋裏人脚 ←PK 中上

螺旋飛鷲脚 ←P・K 中上

螺旋裏地脚 ←P↓K 中下

螺旋飛燕脚 ←P・↓K 中下

浮天刃 ↗P 中

浮天刃～風舞 ↗P↗ 中-

浮天刃～颪 ↗P↘ ※颪からの派生につながる 中-

地刃 ↓P 下

風斬刀 ↘P 中

風斬龍舞 ↘PP 中中

風斬雪風 ↘PK 中下

地雷衝 ↘↘P 下



地雷炎陣 ↘↘P⇓K 下下

耀光刀 ↙P 下

不知火 ↙PK 下上

砂塵蹴 ⇙PK 下下

覇天 K 上

覇天～風転 K⇒ ※風転からの派生につながる 上-

連天脚 KK 上上

連天龍顎閃 KKK 上上上

連天舞風脚 KK↓K 上上下

迅雷脚 →K 中

迅雷龍槍脚 →KK 中上

迅雷狼槍脚 →K↓K 中下

古鷹膝蹴 →→K 中

天龍脚 →→KK 中上

天龍連星脚 →→KKK 中上中

天龍連星槍 →→KK・K 中上中

天龍脚～背陣 →→KK← 中上-

斧神脚 ←K 中

蒼天脚 ↑K 上

蒼天連翔脚 ↑KK (上上)

蒼天連翔双脚 ↑KKK (上上上)

龍尾裂扇 ↗K 中

秋月輪 ↖K 中

流塵脚 ↓K 下

閃人脚 ↘K 中

閃雷脚 ↘KK 中上

閃雷連脚 ↘KKK 中上上

閃雷龍顎閃 ↘KKKK 中上上上

閃雷舞風脚 ↘KKK↓K 中上上下

閃雷脚～風転 ↘KK⇒ ※風転からの派生につながる 中上-

幻夢槍 ↓↘→K 中

曳光斬 P+K 上

曳光覇刃 P+KP (上上)

曳光覇神撃 P+KPP (上上上)

曳光風塵砕 P+KPK (上上)上

風塵天津風 P+KPKH (上上)-

曳光神通砕 P+KP↓K (上上)下

曳光覇神砕 P+KP↖K (上上)中

曳光霜颪 P+KP↘ ※颪からの派生につながる (上上)－

曳光霜華 P+KP↙ ※霜華からの派生につながる (上上)－

曳光斬～風舞 P+KP↗ (上上)－

双昇破 →P+K 中

双覇脚 →P+KK 中中

胡蝶旋舞 ←P+K 中

銀華閃 H+K 上

捷・綾音蹴り ←H+K 中

龍顎閃 ↑H+K 上

龍顎覇神槍 ↑H+KK 上中

龍顎覇神蹴 ↑H+K↓K 上下

狼槍脚 ↓H+K 下

裂空脚 ↘H+K 中

鹿島連地脚 ↙H+K 下

風塵砕 ↓↘→H+K 上

風塵天津風 ↓↘→H+KH -

霜華中に P
連霜華中に P
霜華中に K
連霜華中に K

宵月眩暈 中

連霜綾波 中



■背後技
技名 コマンド 属性

羅刃 P 上

裏連刃 PP (上上)

羅神牙突 PPP (上上)中

PPPP (上上)中中

PPP・P (上上)中中

羅神曳光斬 PP←P (上上)上

羅神曳光破 PP←PP (上上)(上上)

羅神曳光撃 PP←PPP (上上)(上上上)

羅神風塵砕 PP←PPK (上上)(上上)上

風塵天津風 PP←PPKH (上上)(上上)-

羅神曳光砕 PP←PP↖K (上上)(上上)中

羅神連地脚 PP←PP↓K (上上)(上上)下

羅神霜颪 PP←PP↘ ※颪からの派生につながる (上上)(上上)－

羅神霜華 PP←PP↙ ※霜華からの派生につながる (上上)(上上)－

羅神曳光斬～風舞 PP←PP↗ (上上)(上上)－

羅刃昇破 PP→P (上上)中

羅刃裏人脚 PP→PK (上上)中上

羅刃飛鷲脚 PP→P・K (上上)中上

羅刃裏地脚 PP→P↓K (上上)中下

羅刃飛燕脚 PP→P・↓K (上上)中下

羅刃寂光刀 PP↓P (上上)下

羅刃飛鷲脚 PP↓PK (上上)下上

羅刃砂塵蹴 PP⇓PK (上上)下下

背刃蒼天脚 PPK (上上)上

背刃連天脚 PPKK (上上)上上

背刃三連天脚 PPKKK (上上)上上上

橘花膝蹴 PP→K (上上)中

橘花龍脚 PP→KK (上上)中上

橘花連星脚 PP→KKK (上上)中上中

橘花連星槍 PP→KK・K (上上)中上中

橘花龍脚龍脚～背陣 PP→KK← (上上)中上-

円舞翔 ←P 中

螺旋裏人脚 ←PK 中上

螺旋飛鷲脚 ←P・K 中上

螺旋裏地脚 ←P↓K 中下

螺旋飛燕脚 ←P・↓K 中下

裏弧影 →P 中

裏地刃 ↓P 下

寂光刀 ↙P 下

裏不知火 ↙PK 下上

寂光砂塵蹴 ⇙PK 下下

覇天 PK　※Kと同じ派生につながる 上

裏天脚 K 上

背蹴脚 ←K 中

裏人脚 →K 中

風祭 ↑K 中

風祭・凪 ↑KH 中

影月輪 ↖K 中

裏地脚 ↓K 下

残影刀 P+K 上

残影覇刃 P+KP (上上)

残影覇神撃 P+KPP (上上上)

残影風塵砕 P+KPK (上上)上

残影風雪 P+KPKH -

残影覇神砕 P+KP↖K (上上)中

残影神通砕 P+KP↓K (上上)下

残影霜颪 P+KP↘　※颪からの派生につながる (上上)－

残影霜華 P+KP↙　※霜華からの派生につながる (上上)－

残影覇刃～風舞 P+KP↗ (上上)－

宵月眩暈



闇牙突 ←P+K 中

月暈 ←P+KP 中中

風突刃 →⇒P+K 中中

背転双蹴 H+K (上上)

背覇神槍 H+KK (上上中)

虚空槍 →H+K 中

円蹴閃 ↓H+K 下

氷華閃 ←H+K 中

背連霜敷浪 霜颪中に P 中

背連霜綾波 霜颪中に K 下

背霜二連蹴 霜颪中に KK 下下

背霜三連蹴 霜颪中に KKK 下下中

背霜三連地拝 霜颪中に KK↓K 下下下

背連颶風脚 霜颪中に H+K 中上上

風転～風舞 風転/連風転中に P -

風転～風祭 風転/連風転中に K 中

風転～風突刃 風転/連風転中に P+K 中

風転～虚空槍 風転/連風転中に H+K 中

■投げ技
技名 コマンド 属性

梅花崩し T 上段正面

覇神円舞 →T 上段正面

覇光円舞 壁際で →T 壁

→→T
走り中に T

氷柱落とし 雪崩車中に T 派生

霧惑い →←T 上段正面

桃扇花 ←T 上段正面

梅扇花 壁際で ←T 壁

華蝶幻戯 ↓↘→T 上段正面

翠嵐舞 ↓↙←T 上段正面

走り中に T
↑T

浪刀 敵に背を向け T 上段正面

敵に背を向け →T
風転/連風転中に T

流砂落とし 敵背後時 T 上段背後

乱れ椿 敵背後時 ←T 上段背後

敵背後時
敵に背を向け →T
敵背後から
風転/連風転中に T

神夜隠し 敵しゃがみ時 ↓T 下段正面

刹那落とし 敵しゃがみ時 ↙T 下段正面

敵しゃがみ時
敵に背を向け ↓T

天舞陣 敵しゃがみ背後時 ↓T 下段背後

天井のある所で
敵しゃがみ背後時 ↓T

夢想車
敵しゃがみ背後時 ↙T
敵しゃがみ背後時敵に背を向け ↓T

下段背後

■ホールド
技名 コマンド 属性

神宵 敵上段Ｐに対し ↖H 上段Ｐ

氷輪 敵上段Ｋに対し ↖H 上段Ｋ

綾旋 敵中段Ｐに対し ←H 中段Ｐ

神輿車 敵中段Ｋに対し →H 中段Ｋ

木枯らし 敵下段Ｐに対し ↙H 下段Ｐ

天井のある所で
敵下段パンチに対し ↙H

雪崩車 上段正面

龍顎咬 上段正面

闇鴉 上段正面

裏闇鴉 上段背後

秋水刈り 下段正面

天舞天陣 下段背後

木天陣 下段Ｐ



風天路 敵下段Ｋに対し ↙H 下段Ｋ

春雷 敵ジャンプＰに対し ←H ジャンプＰ

涼月転顔 敵ジャンプＫに対し →H ジャンプＫ



エキスパートホールド

影惑い 敵中段Ｐに対し →←H 中段Ｐ

風舞陣 敵中段Ｋに対し ←→H 中段Ｋ

天井のある所で
敵中段キックに対し ←→H

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

瓦砕き ↓P -

氷霧晶 ↑P+K -

■起き上がり技
技名 コマンド 属性

起きミドルキック 仰向け敵足 K 中

起きローキック 仰向け敵足 ↓K 下

起きミドルキック うつ伏せ敵足 K 中

起きローキック うつ伏せ敵足 ↓K 下

起きミドルキック 仰向け敵頭 K 中

起きローキック 仰向け敵頭 ↓K 下

仰向け敵頭 H+K
天井がある場合

起きミドルキック うつ伏せ敵頭 K 中

起きローキック うつ伏せ敵頭 ↓K 下

■乗り越え技
技名 コマンド 属性

鳳翔刃 柵乗り越え中に P 中

鳳翔脚 柵乗り越え中に K 中

前天地双昇 柵乗り越え着地際 P 中

前天地覇脚 柵乗り越え着地際 K 中

柵乗り越え中に T
柵乗り越え着地際 T

■特殊行動
技名 コマンド 属性

背陣 ↑P -

～背向け 敵に背を向けて ↑P -

風舞 ↖P -

～背向け 敵に背を向けて ↗ -

風浪 敵に背を向けて →→ -

風転 敵に背を向けて ⇒→ -

連風転 風転中に _→ -

霜颪 敵に背を向けて ↘ -

連霜颪 敵に背を向けて _↘ -

霜流れ
敵に背を向けて
⇘↙ or ⇘←

-

霜華 ↙P+K -

連霜華 ↙P+K⇙ -

連霜・橘 ↙P+K→ -

アピール:「やる気あるの？」 APL -

アピール:「バッカみたい」 →APL -

アピール:「何よ、それで全力？」 ←APL -

アピール:「ふんっ」 ↘APL -

アピール:「あんたの負け」 ↓APL -

アピール:「退屈ね」 ↙APL -

風舞天陣 中段Ｋ

幻惑槍 下

翠嵐舞 上段正面投げ


