
雷道技表 Ver.1.06（AC版）

流派：霧幻天神流・改

■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

フェイタルラッシュ4 SSSS 上中中中

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

連突き PP (上上)

ストームアッパー PPP (上上)中

PPPP  タメ可 (上上)中中

PPPP 最大タメ時 (上上)中中

ボディコンボ PP→P (上上)中

PP→PP タメ可
PP→PP 最大タメ時

ラッシュトマホーク PP→PK （上上）中中

空旋斬刀 PP←P (上上)中

空旋斬撃 PP←PP (上上)中中

滅鬼竜巻蹴り PP←PK (上上)中中

ラピッドキャノン PPK (上上)中

ライジングトマホーク PK 上中

風鬼 →P 中

虎咬 →PP 中中

烈旋脚 →PK 中中

空旋刀 ←P 中

空震撃 ←PP 中中

破妖薙ぎ蹴り ←PK 中中

紫煙 ↑P 上

鍔打 ↗P 上

ヘッドバット ↖P 中

下段突き ↓P 下

天仰 ↘P 中

プロトンハンマー ↙P 下

パワーゴング ↙PP 下中

プロトンハンマー・改 ↙P↓P 下

両儀肘 →→P 中

風塵・改 ↓↘→P 中

ジャイアントアッパー ↓↙←P 中

撑掌 →↓↘P 上

災風掌
→↓↘Pジャスト
※↘とPは同時押し

上

連風塵・改

連風塵 （上上）中中



ハイキック K 上

ラウンドハウスコンボ KK 上上

膝蹴り →K 中

鬼歯 →KK 中中

ヒールアックス ←K 中

飛龍脚 ↑K 上

天襲脚 ↗K 中

月輪脚 ↖K 中

下ろし蹴り ↓K 下

弾腿 ↘K 中

蛇出洞 ↘KP 中中

レッグスパイク ↙K 下

スパイクソバット ↙KK 下中

スライディング →→K 下

ジャンピングニーパット ↘↘K 中

ニーハンマー ↘↘KP 中中

飛び後ろ蹴り ↓↘→K 上

司空 ↓↙←K 中

地獄突き P+K 上

剛力双破掌 →P+K 中

裂空陣風殺 ↙P+K タメ可 中

ボディソバット H+K 中

ドラゴンステップハイ →H+K 上

シンニーキック ←H+K 中

水影 ↓H+K 下

■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

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

ネックハンギングツリー →→T 上段正面OH

朧 ↘↘T 上段正面

裂空迅雷殺 →↙↓↘←T 上段正面OH

空中→↙↓↘←T 空中投げ

空中→↙↓↘←T壁 空中投げ

迅雷崩落 裂空迅雷殺中にT 派生

迅雷崩壊 壁際で裂空迅雷殺中に T 派生

迅雷陣風殺 裂空迅雷殺中に ↓↘→↓↘→T 派生

天昇破 ↓↘→←→T 上段正面

狂神裂空陣風殺



轟雷衝 天昇破中に↓↙←↓↘→↗↑H+P 派生

天崩轟雷衝
轟雷衝中に
←↖↑↗→↘↓↙←↖↑↗→↘↓↙H+P

派生

天撃破 天井のある所で ↓↘→←→H+P 上段正面

天撃轟雷衝
天井のある所で
天撃破中に ↓↙←↓↘→↗↑H+P

派生

天撃轟雷鐘
天井のある所で 壁際で
天撃破中に ↓↙←↓↘→↗↑H+P

派生

ビーストファング 敵しゃがみ時 ↓H+P 下段正面

ライドウ・ボム 敵しゃがみ時 ↘H+P 下段正面OH

デンジャラスバックドロップ 敵背後から H+P 上段背後

リバースビーストファング 敵しゃがみ背後から ↓H+P 下段背後

■ホールド
技名 コマンド 属性

泰山崩捶 上段Pに対して↖H 上段PH

鷹捉転把 上段Kに対して↖H 上段KH

龍形 中段Pに対して←H 中段PH

ヒールエッジ 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

双拍手 下段Kに対して↙H 下段KH

彗芒 ジャンプPに対して←H ジャンプPH

バズクラッシュ 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

踏みつけ ダウンした敵に ↓K -

鬼踏み ダウンした敵に ↑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

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

飛鷹翔拳 柵乗り越え中にP 中

飛鷹翔脚 柵乗り越え中にK 中

飛躍双把 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

アピール:「その程度か」 APL -

朧 上段正面投げ


