
ほのか技表 Ver.1.06（AC版）

流派：ほのか流

■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(中中中)

フェイタルラッシュ4 SSSS 上中(中中中)中

～背向け S← -

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

ジャブ P 上

ジャブ・ストレート PP （上上）

鍔打 PPP （上上）上

ドラゴンキャノン PPP→P （上上）上中

メインキャノン PPPK （上上）上中

単翼頂 PP→P （上上）中

転身肘 PP←P （上上）中

連撃・独起脚 PPK （上上）中

ジャブ・ストレート～ダッキング PP↓ （上上）-

単劈穿脚 PP↓K （上上）下

ジャブ・フロントキック PK 上中

肘撃 →P 中

肘双按 →PP 中中

連肘撃 →PK 中(上+中)

テキサスチョップ ←P 中

ショットガンチョップ ←PP 中中

←PPPタメ可
←PPP最大タメ時

～バーニングソウル ←PP← -

何仙姑・肘打 ↗P 中

何仙姑・連肘打 ↗PP 中中

何仙姑・腰撃 ↗PPP 中中中

何仙姑・双拍 ↗PPPP 中中中中

何仙姑・単腿蹲 ↗PPK 中中下

何仙姑・湘子吹笛 ↗PPKP 中中下上

何仙姑・旋風脚 ↗PPKK 中中下上

翻欄捶 ↑P 上

氷砕 ↖P 上

下段突き ↓P 下

毒蛇問路 ↘P 中

毒蛇掌変突 ↘PP 中中

毒蛇攔追風 ↘PPP 中中(中中中中)

白蛇翻捶 ↙P 下

架推掌 →→P 中

スタンガンチョップ 中中中



←→P
走り中にP

抖腕 ↘↘P 中

風塵 ↓↘→P 中

廻し蹴り K 上

廻し・後ろ蹴り KK 上中

ティー・カウ・トロン →K 中

ガトリングニー →KK 中中

トロピカルストーム →K↓K 中下

ティップ ←K 中

ティップ～ダッキング ←K↓ 中-

抄手起脚 ↑K 上

真月 ↗K 中

ハイシンニーキック ↖K 上

ローキック ↓K 下

アリキック ⇓KK 下下

ダブルアリキック ⇓KKK 下下下

前踢 ↘K 中

前踢・挑腕 ↘KP 中中

前踢・連挑腕 ↘KPP 中中中

グラウンドスピン ↙K （下下）

リバーストルネード ↙KK （下下）中

ダブルスピン ↙K↓K (下下)(下下)

ドロップキック →→K 中

ドロップキック・カレラ →→Kヒット時→ 中-

ヨッチャ・オルリギ ↘↘K 中

ドラゴンキック ↓↘→K 強上

ドロップキック 走り中K 中

正中連突き P+K (中中)

正中三連突き P+KP (中中)中

P+KPPタメ可
P+KPP最大タメ時

双把 →P+K 中

背折靠 ←P+K 中

ベアクラッシュ ↘P+K 中

～バーニングソウル ↘P+K← -

斬捶 ↓P+K (上+中)

鷂子栽肩 ↓P+K←→P 中中

黒虎出洞 ↓P+K←→P（→とP同時押し） 中中

迎門三不顧 →→P+K (中中上)

エアウォーク ↓↘→P+K 中

烏龍盤打 ↓↙←P+K (中中中)

バーニングソウル →↘↓↙←P+K -

ティナスペシャル 走り中にP+K 中

光露 H+K 中

ドラゴンステップハイ →H+K 上

ドロップキック ←H+K 中

コザックキック ↑H+K 上

ロードロップキック ↓H+K 下

胴廻し蹴り ↘H+K 中

風塵砕 ↓↘→H+K 上

スライディングキック 走り中にH+K 下

ショルダータックル 中

神風 (中中)中中



■閉肘中の技
技名 コマンド 属性

閉肘・大挑 P 上

閉肘・単提 K 下

閉肘・双陽手 P+K 中

■仆歩中の技
技名 コマンド 属性

撩陰拳 P 中

撩陰連拳 PP 中中

胸打衝拳 PPP 中中中

敗勢掛掌 ←P 中

敗勢震脚 ←PK 中中

下勢とう脚 K 上

仆歩～立ち 仆歩中に↑ -

仆歩～前進 仆歩中に→ -
仆歩～後退 仆歩中に← -

仆歩～前ダッシュ 仆歩中に→→ -

仆歩～後ダッシュ 仆歩中に←← -

■独立歩中の技
技名 コマンド 属性

クブリョソ・ソンカル・ネリョテリギ P 上

クブリョソ・ティオ・ネリョチャギ K 中

撤歩前踢 ←K 中

前転身 ←Kヒット時P+K 中

前転身毒蛇突 ４Kヒット時P+KP 中

前転身毒蛇連突 ４Kヒット時P+KPP 中

穿弓腿 ４Kヒット時P+KK 中

仰飲挑腕 P+K 中

クブリョソ・ノプンデ・トラ・パンデ・トルリョチャギ H+K 下

独立歩～立ち H 中

提膝独立斟酒勢 → 下

撤歩仰飲酒勢 ← 中

■ダッキング中の技
技名 コマンド 属性

ダックフック P 中

ダブルダックフック PP 中中

ダックスマッシュ K 中

ダックニー P+K 上

■ドラゴンスタンス中の技
技名 コマンド 属性

フラッシュジャブ P 上

ドラゴンハンマー ←P 中

ダブルフィスト ←PP (中中上)

ドラゴンファイア ←PPP (中中上中中)

フラッシュキック K 中

ドラゴンクラスター P+K (上上上上上)



■バーニングソウル
技名 コマンド 属性

アピール：ガッツポーズ P -上

フラッシュジャブ →P 中

プロトンハンマー ↓P 下

ジャンピングニーパット K 中

アックスボンバー P+K -上

アピール：「なんてね」 P+KH -

H+K
H+K溜めMAX

■必殺の構え中の技
技名 コマンド 属性

必殺☆爆熱拳 Pタメ可 中

必殺☆ドッカ～ン！ ↓P 下

必殺☆飛翔脚 K 中

■背後技
技名 コマンド 属性

バックエルボー P 上

ダブルバックエルボー PP 上上

金鶏縮翅 ←P 中

金鶏挑領 ←PP 中中

ターンローブロー ↓P 下

ターンスピンキック K 上

後蹴腿 ←K 中

幻落脚 ↓K 下

ブラインドエルボー P+K 中

ナルガダ・テクニカ ←P+K 中

■投げ技
技名 コマンド 属性

フランケンシュタイナー T 上段正面

ほのかドロップ 空中T 空中

ベアハッグ →T 上段正面

猛牛頭突き 壁際で→T 壁

水車落とし ←T 上段正面

ベアプレス 壁際で←T 壁

↑T
壁↑T

ラ・マヒストラル ↘T 上段正面

ネッククラッシャー 背後↘T 上段正面

火影 ↘↘T 上段正面

烈火 壁際で↘↘T 壁

バースボム しゃがんだ敵に↓T 下段正面

投げっぱなしジャーマンスープレックス 敵の背後からT 上段背後

漢鐘離 敵の背後から→T 上段背後

ジャーマンスープレックス 敵の背後から↘↘T 上段背後

ダブルブレイク 敵の背後から↘↘T・T 派生

バーストスープレックス 壁際で敵の背後から↘↘T 壁

カーフブランディング しゃがんだ敵の背後から↓T 下段背後

シャイニングウィザード 走り中T 上段正面

必殺☆大噴火 必殺の構え中にT 上段正面

必殺☆大車輪 必殺の構え中にT・↑T 派生

スモウストンプ (中中上)

フライングボディシザーズ 上段正面



必殺☆大爆発 必殺の構え中に↓T 下段正面

スプラッシュダンク ダッキング中T 上段正面

フライボーディング ダッキング中T壁 上段正面

ビーストファング 背後ダッキング中T 上段正面

ドラゴンスタンスT
背後ドラゴンスタンスT

独背回投 独立歩T 上段正面

漢鐘離 背後独立歩T 上段正面

バーストルネード バーニングソウルT 上段正面

リバースパワーボム 背後バーニングソウルT 上段正面

■ホールド
技名 コマンド 属性

首狩り十字固め 上段Pに対して↖H 上段PH

ローリングセントーン 上段Kに対して↖H 上段KH

撇身撃 中段Pに対して←H 中段PH

撇身背折靠 壁際で中段Pに対して←H 壁

飛びつき膝十字固め 中段Kに対して→H 中段KH

ディープ・ザ・ドラゴン 下段Pに対して↙H 下段PH

レッグスプリット 下段Kに対して↙H 下段KH

エアダンク ジャンプPに対して←H ジャンプPH

ドラゴンリベンジ ジャンプKに対して→H ジャンプKH

■ダウン攻撃
技名 コマンド 属性

下方突き 敵ダウン時↓P ダウン攻撃

ニープレス 敵ダウン時↓K ダウン攻撃

ファイヤーバードスプラッシュ 敵ダウン時↑P+K ダウン攻撃

カンクーントルネード 敵ダウン時敵に背を向けて↑P+K ダウン攻撃

■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

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

鐵拐翔手 柵乗り越え中にP 中

鐵拐翔腿 柵乗り越え中にK 中

飛躍双把 柵越え着地際P 中

スライドスイープ 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

アピール：「じゃんけん」 APL -

アピール：「･･･チョキ」 「じゃんけん」中に↑APL or ↑P 上

ベアハッグ 上段正面

ドラゴンガンナー 上段正面



アピール：「･･･パー」 「じゃんけん」中にAPL or P 中

アピール：「･･･グー」 「じゃんけん」中に↓APL or ↓P 下

アピール：「いい気持ち～」 ←APL -

アピール：「ピース！」 →APL -

アピール：「も～！」 ↑APL -

アピール：「おこったぞ～！」 「も～！」中にAPL -

アピール：「ごめんね！」 ↓APL -


