
かすみ技表 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 上上

フェイタルラッシュ3 SSS 上上中

フェイタルラッシュ4 SSSS 上上中中

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

二連突き PP (上上)

連界刃 PPP (上上)中

連界央閃突 PPPP (上上)(中中)

連界央襲陣 PPPPP (上上)(中中)上

連界新月蹴り PPPK (上上)中上

連界白浪 PPPKK (上上)中上中

連界秋水刃 PPPKP (上上)中上中

連界幻落脚 PPP↓K (上上)中下

連光弾 PP→P (上上)中

連光裂空牙 PP→PP (上上)中上

連光人襲脚 PP→PK (上上)中中

連光裏襲斬 PP→PKK (上上)中中中

連光虚襲斬 PP→PK↓K (上上)中中下

連光天襲脚 PP→P→K (上上)中中

連光回天肘 PP→P→KP (上上)中中上

連光回天双 PP→P→KK (上上)中中中

連光幻落脚 PP→P↓K (上上)中下

連突朱鷺脚 PPK (上上)上

連突白鷺脚 PPKK (上上)上中

連突白鷺閃 PPK↓K (上上)上下

連突朱鷺封神 PPK→ (上上)上－

連炎顎 PP→K （上上）中

連炎月 PP→KK （上上）中上

連月露 PP→K↓K （上上）中下

連月砕 PP↖K (上上)中

連月砕～紅陽 PP↖K(ヒット時)P 中

連月砕～天舞 PP↖K(ヒット時)↗P －

連月砕～日向 PP↖K(ヒット時)K 中

連月・烈風 PP↖K(ヒット時)P+K (上上)(中中)

連月・旋風 PP↖K(ヒット時)⇒ (上上)中-

連突風渦閃 PP↓K （上上）下

天刃・月起 P→P 上中

天刃・葛城 P→PP 上中中

天刃・連払脚 P→PK 上中下

天刃・旋封神 P→P→ 上中－

天刃・閃天脚 PK 上上

天刃・連天脚 PKK 上上上



天刃・震電牙 PKKP 上上上中

天刃・連轟脚 PKKK 上上上上

天刃・霞蹴り PKK→K 上上上中

天刃・月輪脚 PKK↖K 上上上中

天刃・月輪脚～紅陽 PKK↖K(ヒット時)P 上

天刃・月輪脚～天舞 PKK↖K(ヒット時)↗P －

天刃・月輪脚～日向 PKK↖K(ヒット時)K 中

連月・烈風 PKK↖K(ヒット時)P+K 上上上(中中)

連月・旋風 PKK↖K(ヒット時)⇒ 上上上中-

天刃・連地脚 PK↓K 上上下

天刃・連刃脚 PK↘K 上上中

閃光弾 →P 中

閃光裂空牙 →PP 中上

閃光人襲脚 →PK 中中

閃光裏襲斬 →PKK 中中中

閃光虚襲斬 →PK↓K 中中下

閃光天襲脚 →P→K 中中

閃光回天肘 →P→KP 中中上

閃光回天双 →P→KK 中中中

閃光幻落脚 →P↓K 中下

猛鷲刃 ←P 中

猛鷲連刃 ←PP 中上

烈風脚 ←PK 中中

烈風連脚 ←PKK 中(中上)

猛鷲幻落脚 ←P↓K 中下

浮天刃 ↑P 中

天舞 ↗P －

流星肘 ↗PP 中

天舞襲 ↗PK 上

天舞襲～紅陽 ↗PK(ヒット時)P 中

天舞襲～日向 ↗PK(ヒット時)K 上

天舞・烈風 ↗PKヒットorガード時P+K (上中)

天舞・旋風 ↗PKヒットorガード時⇒ 上-

朧斬り 壁際で↖Por↖P⇖ 中

地刃 ↓P 下

界刃 ↘P 中

界央閃突 ↘PP (中中)

界央夕凪 ↘PPP (中中)上

界央新月蹴り ↘PK 中上

界央白浪 ↘PKK 中上中

界央秋水刃 ↘PKP 中上中

界央幻落脚 ↘P↓K 中下

天山掌 ↙P 下

天山連刃 ↙PP 下上

風牙 →→P 中

旋風刀 →→PP 中上

旋風刀～紅陽 →→PP(ヒット時)P 上

旋風刀～天舞 →→PP(ヒット時)↗P －

旋風刀～日向 →→PP(ヒット時)K 中

連月・烈風 →→PP（ヒットorガード時）P+K 中(上中)

連月・旋風 →→PP（ヒットorガード時⇒） 中上-

烈旋脚 →→PK 中中

避天刃 ←←P 上

霧幻刀 ↘↘P 中

天神掌 ↓↘→P 中

彗星肘 ↓↙←P 上



閃天脚 K 上

(裏天脚) 敵に背を向け 上

轟天脚 KK 上上

連轟脚 KKK 上上上

轟天・霞蹴り KK→K 上上中

轟天・月輪脚 KK↖K 上上中

轟天・月輪脚～紅陽 KK↖K(ヒット時)P 上

轟天・月輪脚～天舞 KK↖K(ヒット時)↗P －

轟天・月輪脚～日向 KK↖K(ヒット時)K 中

連月・烈風 KK↖K(ヒット時)P+K 上上(中中)

連月・旋風 KK↖K(ヒット時)⇒ 上上中-
震電牙 KKP 上上中

連地脚 K↓K 上下

連人脚 K↘K 上中

炎顎蹴 →K 中

炎月蹴 →KK 中上

月露蹴 →K↓K 中下

新月蹴り ←K 上

白浪 ←KK 上中

秋水刃 ←KP 上中

飛龍脚 ↑K 上

天襲脚 ↗K 中

天襲回天肘 ↗KP 中上

天襲回天双 ↗KK 中中

月輪脚 ↖K 中

月輪脚～紅陽 ↖K(ヒット時)P 上

月輪脚～天舞 ↖K(ヒット時)↗P －

月輪脚～日向 ↖K(ヒット時)K 中

月輪・烈風 ↖K(ヒット時)P+K (中中)

月輪・旋風 ↖K(ヒット時)⇒ 中-

閃地脚 ↓K 下

橘花閃 ↓KK 下上

閃人脚 ↘K 中

閃回脚 ↘KK 中上

風渦閃 ↙K 下

春風閃 →→K 中

連春風 →→KK 中中

春風・紅陽 →→K(ヒット時orガード時)・P 中中

春風・日向 →→K(ヒット時orガード時)・K 中中

舞扇 ↘↘K 中

旋 P+K 中

彩雲 P+KP 中中

連山脚 P+KK 中下

旋封神 P+K→ 中－

無影刀 →P+K 中

無影半月脚 →P+KK 中中

無影地襲脚 →P+K↓K 中下

朱鷺脚 H+K 上

白鷺脚 H+KK 上中

白鷺閃 H+K↓K 上下

朱鷺封神 H+K→ 上－

疾風 →H+K 上

疾天脚 →H+KK (上上)

疾露脚 →H+K↓K (上下)

薙 ←H+K 中

晴嵐虚襲 ↓H+K 下



旋・霞蹴り ↘H+K 中

狼牙 →→H+K 下

裂空牙 封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時にP 上

桜花翔 封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時に K 中

桜花連翔 封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時にKK (中上)

桜花天舞 封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時に↗P －

桜花天舞襲 封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時に↗PK 上

■背後技
技名 コマンド 属性

裏天刃 P 上

天神翔 ←P 中

裏地刃 ↓P 下

裏天脚 K 上

裏人脚 ←K 中

月影脚 ↑K 中

幻落脚 ↓K 下

裏月輪 H+K 中

裏月輪～紅陽 H+K(ヒット時)P (中中)

裏月輪～天舞 H+K(ヒット時)↗P 中-

裏月輪～日向 H+K(ヒット時)K (中中)

裏月輪・烈風 H+K(ヒット時)P+K (中中)

裏月輪・旋風 H+K(ヒット時)⇒ 中-

■投げ技
技名 コマンド 属性

竜灯円舞 T 上段正面

霞返し →T 上段正面

鷹梓 壁際で→T 壁

陽炎 →→T 上段正面

霧桜 陽炎中にT 派生

茨落とし 陽炎中に↓T 派生

茨砕き 壁際で陽炎中に↓T 派生

天瀧脚 ←T 上段正面

安達静 壁際で←T 壁

↑T 上段正面

↗PT 上段正面

封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時に↗PT 上段正面

飛燕逆落 飛燕中にT 派生

閃風 ←→T 上段正面

↘↘T
封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時にＴ
壁際で↘↘T
壁際で封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時にＴ

鼓車 ↓↘→T 上段正面

鼓天車 天井のあるところで↓↘→T 上段正面

狼顎蹴 ↓↙←T 上段正面

朧駆け 走り中にT 上段正面

朧雲 壁際で走り中にT 上段正面

白虹 敵背後時T 上段背後

飛襲円舞 敵背後時←T 上段背後

裏飛燕 敵背後時↑T 上段背後

敵背後時↘↘T
敵背後時封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時にT

飛燕襲 敵しゃがみ時↓T 下段正面

陰月朧 上段背後

飛燕

朧 上段正面

朧雲 上段正面



敵しゃがみ時↙T 下段正面

敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

天井のあるところで敵しゃがみ時↙T 下段正面

天井のあるところで敵しゃがみ背後時↓T 下段背後

■ホールド
技名 コマンド 属性

霞鏡花 敵上段Ｐに対し↖H 上段Ｐ

柿の実狩り 敵上段Ｋに対し↖H 上段Ｋ

霧幻白羽取り 敵中段Ｐに対し←H 中段Ｐ

稲穂刈り 敵中段Ｋに対し→H 中段Ｋ

紅葉落とし 敵下段Ｐに対し↙H 下段Ｐ

霜剣刈り 敵下段Ｋに対し↙H 下段Ｋ

舞衣 敵ジャンプＰに対し←H ジャンプＰ

羽衣 壁際で敵ジャンプＰに対し←H 壁

足柄旋風落 敵ジャンプＫに対し→H ジャンプＫ

桜惑い 敵上段に対し↗H 上段

桜迷い 敵中段に対し↘H 中段

桜惑封神 敵上段に対し←↗H 上段

桜迷封神 敵中段に対し←↘H 中段

時雨舞い 敵中段Ｋに対し←→H 中段Ｋ

時雨天舞 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

瓦砕き ↓P -

鷹爪脚 ↑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

起連脚 仰向け敵足K→K 中中

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

起連脚 うつ伏せ敵足K→K 中中

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

起連脚 仰向け敵頭K→K 中中

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

起連脚 うつ伏せ敵頭K→K 中中

起きローキック うつ伏せ敵頭⇓K 下

湖月脚 うつ伏せ敵頭H+K 中

■乗り越え技
技名 コマンド 属性

流星翔刃 柵乗り越え中にP 中

流星翔脚 柵乗り越え中にK 中

前天旋地刀 柵越え着地際P 中

前天旋地脚 柵越え着地際K 下

柵乗り越え中にT
柵越え着地際T

虹飛沫

虹天飛沫

固有ホールド

エキスパートホールド

朧 上段正面投げ



■特殊行動
技名 コマンド 属性

天舞 ↗P -

裏駆け ↖P -

迅鯨 裏駆け中に⇖ -

月光天舞 ↗P+K -

封神歩中/桜惑い成功時/桜迷い成功時に↗P+K -

封神歩 ↘P+K -

アピール：桜纏い APL -

アピール：「ごめんなさい」 →APL -

アピール：「無理よ」 ←APL -

アピール：「あきらめて」 ↓APL -


