
ハヤテ技表 Ver.1.06（AC版）

流派：霧幻天神流忍術天神門

■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

フェイタルラッシュ3 SSS 上中(中中)

フェイタルラッシュ4 SSSS 上中(中中)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

天刃 P 上

(裏天刃) 敵に背を向けP 上

連突き PP (上上)

連突天仰 PPP (上上)中

連突天雷 PPPP タメ可 (上上)中中

天仰裂空牙 PPPP 最大タメ時 (上上)中中

天仰裂空牙～疾風転移 PPPPタメ中に→ -

連突風鬼 PP→P タメ可 (上上)中

連突裂空牙 PP→P 最大タメ時 (上上)中

連突裂空牙～疾風転移 PP→Pタメ中に→ -

連光霧月 PP→P← -

連突迅雷 PP→PP (上上)中中

連突人襲脚 PP→PK (上上)中中

連突残雲 PPK (上上)上

連突十字脚 PPKK (上上)(上中)

連突足刀 PP↓K (上上)下

連突風塵 PP↓KP (上上)下中

連突裂影 PP⇓KK (上上)下下

連突足刀～疾風駆け PP↓K⇒
天刃・上段蹴り PK 上上

烈風蹴り PKK 上上上

風鬼 →P 中

閃光霧月 →P← -

虎咬 →PP 中中

烈旋脚 →PK 中中

碧空掌 ←P 中

碧空転掌 ←PP 中上

碧空疾風掌 ←PP+K 中中

碧影 ←P↓K 中下

碧空掌～疾風駆け ←P⇒
昇り肘打ち ↑P 中

武雷 ↑PK (中上)

雷月輪 ⇑PK (中中)

鍔打 ↗P 上

残心 ↗PP タメ可 (上中)

残心裂空牙 ↗PP 最大タメ時 上中

残心裂空牙～疾風転移 ↗PPタメ中に→ -

重ね当て ↖P 中

地刃 ↓P 下

天仰 ↘P 中

天仰～霧月 ↘P← -

天地砕 ↘PP 中中

天地砕～霧月 ↘PP← 中-



霧幻刀 ⇘P 中

霧幻連刀 ⇘PP 中中

霧幻連刀～霧月 ⇘PP← 中-

霧影 ⇘PK 中下

地流刃 ↙P 下

地流連刃 ↙PP 下中

地流蹴 ⇙PK 下下

荒鬼 →→P 中

鬼霧月 →→P← -

鬼開裂 →→PP タメ可 中中

荒鬼裂空牙 →→PP 最大タメ時 中中

荒鬼裂空牙～疾風転移 →→PPタメ中に→ -

鬼舞旋 →→PK 中中

鬼影 →→P↓K 中下

風塵掌 ↓↘→P 中

天舞刀 ↓↙←P 中

天舞連刀 ↓↙←PP 中中

天舞白光 ↓↙←PPP 中中中

天舞白光～霧月 ↓↙←PPP← 中中-

天舞晴嵐 ↓↙←PPK 中中下

廻し蹴り K 上

廻し・後ろ蹴り KK 上中

太刀影 →K 上

飛び膝蹴り →→K 中

神龍脚 →→KK (中上)

神龍連星脚 →→KKK (中上)中

新月蹴り ←K 上

白浪 ←KK 上中

十六夜蹴り ←K→K 上上

舞鶴 ↑K 中

飛び前蹴り ↗K 中

飛翔連山 ↗KK 中上

飛翔三連山 ↗KKK 中上中

天山風雲 ↗KKK ヒット時K 中上中

覇山風雲 ↗KKK ヒット時←K 中上中

月輪脚 ↖K 中

閃地脚 ↓K 下

閃人脚 ↘K 中

光冠 ↘↘K 中

天降脚 ↘↘KK (中中)

迅槍脚 ↙K 中

風雲 ↓↘→K 上

司空 ↓↙←K 中

鎧貫き P+K 中

疾風駆け →P+K －

疾風転掌 疾風駆け中に P 上

疾風廻輪脚 疾風駆け中に K (中中)

天神昇掌 疾風駆け中に P+K 中

神龍天星脚 天神昇掌ヒット時 K 中

神龍覇星脚
天神昇掌ヒット時
↓K or ←K or ↑K

中

開裂 →→P+K タメ可 中

裂空牙 →→P+K 最大タメ時 中

裂空牙～疾風転移 →→P+Kタメ中に→ -

←P+K タメ可
←P+K 最大タメ時

残影・疾風駆け ←P+Kタメ中に→
残影・無風 ←P+Kタメ中← -

残雲 H+K 上

十字脚 H+KK (上中)

水影 ↓H+K 下

残影裂空牙 中



車輪重ね ↘H+K (中中)
車輪泰山 ↘H+KK (中中)下

車輪泰山連山 ↘H+KKP (中中)下中

霧影開裂 転身蝉中にP 中

死魄 霧月中にK 中

■背後技
技名 コマンド 属性

裏天刃 P 上

裏人刀 ←P 中

裏地刃 ↓P 下

裏天脚 K 上

裏人蹴 ←K 中

影月輪 ↖K 中

裏水影 ↓K 下

■投げ技
技名 コマンド 属性

羅刹掌 T 上段正面

霧幻雷鳴脚 →T 上段正面

陽炎廻り →→T 上段正面

隻影廻り 壁際で→→T 壁

奈落 ←T 上段正面

華厳昇り 壁際で←T 壁

空裂槍 ↘↘T 上段正面

陽炎 ↓↘→T 上段正面

辻風 ←↙↓↘→T 上段正面

風刃 辻風中に←←T 派生

鳴竜 風刃中に←→→T 派生

風神 辻風中に←→↑↓T 派生

雷神 風神中に↙↗↖↘T 派生

辻天風 天井のある所で←↙↓↘→T 上段正面

風刃 辻天風中に←←T 派生

鳴竜 風刃中に←→→T 派生

華月 敵背後時T 上段背後

蒼月輪 敵しゃがみ時↓T 下段正面

覇王鬼神掌 敵しゃがみ時↙T 下段正面

鉄 敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

疾風・朧 疾風駆け中T 上段正面

■ホールド
技名 コマンド 属性

龍顎咬 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

雷神脚 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

炎 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

霧幻雷鳴脚 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

鳳凰閃 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

開門閃 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

大殺 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

旋風掴 敵ジャンプＫに対し→H ジャンプＫ

昴 敵中段Ｋに対し←→H 中段Ｋ

天昴 天井のある所で 敵中段Kに対し←→H 中段Ｋ

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

地割り ↓P -

鬼踏み ↑P+K -

エキスパートホールド



■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

湖陽脚 うつ伏せ敵足 H+K 中

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

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
連突迅雷 コマンド (上上)中中

流星飛翔刃 柵乗 り越え中に P 中

流星飛翔脚 柵乗 り越え中に K 中

前天 開裂 柵越え着地際 P 中

前天 水影 柵越え着地際 K 下

柵乗 り越え中に T
柵越え着地際 T

■特殊行動
技名 コマンド 属性

霧月 ←←K －

→P+K －

霧月中Kヒット時→ －

↑P+K
↓P+K

無月 ↖P+K －

無月～疾風駆け ↖P+K→ －

アピール:黒羽舞 APL －

アピール:「お前に俺は倒せん」 ←APL －

アピール:「まったく…」 →APL －

アピール:「覚悟」 ↓APL －

転身蝉 －

霧幻雷鳴脚 上段正面投げ

疾風駆け


