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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

ワンツーパンチ  上・上
ＰＤＫコンボ  上・下

ＰＫコンボ  上・上

ヴァルキリーランスコンボ  中・上・上 ホールドで返し技効果あり

ブロッケンコネクト  上・上 背向けへ
チャリオット 【】 中・中 背向けへ、でファントムロールへ

TTTT ヒュドラバインド・ロー 【】 中・中・下

TTTT ヒュドラバインド・ハイ 【】 中・中・上

TTTT ヒュドラバインド・ミドル 【】 中・中・中
クルセイダー  中 返し技効果あり

ヘイズフィールド  特殊動作

モータルエルボー ヘイズフィールド中に  中 or
モータルエルボー～ドッペルゲンガー ヘイズフィールド中に (ヒット時のみ) 中・特殊動作 or(ヒット時のみ)、ヒット時で相手正面に出現

モータルエルボー～ヘイズフィールド ヘイズフィールド中に  中・特殊動作 or

ブラインドヴァンパイア ヘイズフィールド中に  ガード不能

アクアスパイダー ヘイズフィールド中に  下 背向けへ
BBBB ブラインドゴースト ヘイズフィールド中に  中 背向けへ、近距離正面ヒット時投げへ

ウインドクロス ヘイズフィールド中に  中

オールターエゴアタック ヘイズフィールド中に  下・上

タルタロス  中・中
HHHH バッドブラスト  中・中 で背向けへ

ランスキック  上

スイッチバック  中・特殊動作 ヒット時で相手正面に出現
バーサーカーレイブ  中・下・中

バーサーカーレイブ・ヘヴィ  中・下・中

BBBB バーサーカーレイブ・ブラインドジャック  中・中

バーサーカースピン  中・中
ダガーブロー  中

ディカステス・サイス  中・上

ディカステス・ランス  中・中

メタルブーツ  上
ギロチンクラッカー  中・中

BBBB ギロチンジャック  中・中・中

スレイプニル  中
ローキック  下

バシリスクファング  下

サモンフォース  特殊動作 返し技効果あり、気合溜め状態へ

デッド・エンド  特殊動作・ガード不能
アサシンスティング  中 背向けへ

アサシンスティングコンボ  中・上

キラービー  下

ハーケンキック  下
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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

BBBB スマッシュハンマー  上
ユニコーンテイル  上・中・中

ミッシングリング  上・中・下

ミッシングエゴ  上・上・下・上

ハーデスヒール  中
BBBB スカルクラッシュ  中・中 背向けへ

スカルクラッシュ・フェイク  中・中 背向けへ

スカルクラッシュ・フェイクロー  中・下

スカルレイブ  中・下・下・中
スカルレイブ・ヘヴィ  中・下・下・中

BBBB スカルレイブ・ブラインドジャック  中・下・中

スカルスピン  中・下・中

BBBB スライドハンマー  中・中 背向けへ
スライドフェンサー  中・下

ラビリンス  特殊動作 背向けへ

ナックルアックス 相手に背を向けて  上
ナックルランス 相手に背を向けて  上・上

バックナックル～ストレート 相手に背を向けて  上・上 で背向けへ

バックナックル・ダブル 相手に背を向けて  上・中

BBBB ニーベルジャック 相手に背を向けて  上・中・中
ファフニール 相手に背を向けて  上・中・中 背向けへ、でファントムロールへ

ブラッククルセイダー 相手に背を向けて  中 返し技効果あり

TTTT グレムリンズキャノン 相手に背を向けて  中・中

ライフストール 相手に背を向けて  中
BBBB コールドマサカー 相手に背を向けて  中・中

コールドワーム・エゴ 相手に背を向けて  中・上・下・上

デーモンニー 相手に背を向けて  中 で背向けへ

トリックキック 相手に背を向けて  下・上
バットロール 相手に背を向けて  中 背向けへ、でファントムロールへ

リバースハーケン 相手に背を向けて  下

TTTT アビスキャノン 相手に背を向けて  中・中・中
アビススピア 相手に背を向けて  中・上

ラビリンス 相手に背を向けて  特殊動作

グレムリンズ 相手に背を向けて  中

バーミリオン 相手に背を向けて  下
ファントムロール 相手に背を向けて  特殊動作

ダガーチョップ  中

ダガーチョップ～ドッペルゲンガー (ヒット時のみ) 中・特殊動作 ヒット時で相手正面に出現

BBBB ゲートキーパー  中・中
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HHHH デスブリンガー・ミドル  上・中 or
HHHH デスブリンガー・ハイ  上・上 or

HHHH デスブリンガー・ロー  上・下 or、で気合溜め状態へ

BBBB HHHH デスブリンガー・ロー～ブラインドジャック  上・下・中

サイスヒール  中
ストームブリンガー  中・中 or or 

スルトスタッブ  中

フライングコープス  中
アイアンフレイル  中

ウォーハウンド  中・上 返し技効果あり

スプリントミラージュ  特殊動作

ブラッディバズソー  下 でキャンセルして背向けへ
レーヴァテイン 【】 中 or

ポイズンニードル  上

TTTT ホイールエッジ  中 背向けへ
ケルベロス  中・中 返し技効果あり

パンドラスピン  ガード不能・ガード不能・ガード不能

TTTT ボディスラッシュ 立ち途中に  中

ジャックナイフエルボー 立ち途中に  中
トライデントキック 立ち途中に  中

マインゴーシュ 立ち途中に  中

HHHH スピニングミドル 立ち途中に  中 or
トルネードディザスター しゃがんだ状態で  下・上 背向けへ

ミラージュステップ しゃがんだ状態で  特殊動作

スプリガンミドル 横移動中に  中

BBBB １０連コンボ(１)  中・中・中・上・上・中・中・下・中・ガード不能

１０連コンボ(２) 相手に背を向けて  上・中・中・上・上・中・中・下・中・ガード不能

グレイブディガー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

TTTT サラマンダー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

デュラハンスロー 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け

ハングドマン 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
ダークマター 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×

カーズシュート 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ディメンションチェイサー 相手に接近して  投げ 投げ抜け
アルティメットタックル  投げ 投げ抜け

パウンド タックル中に  投げ orタックル中に 、投げ抜け(or )

インソムニア 相手の攻撃に合わせて (or )  返し技

バックベアード 相手に背を向けて 相手の攻撃に合わせて  返し技 で背向けへ


