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Heihachi Mishima （三島 平八／ミシマ ヘイハチ）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

閃光烈拳（せんこうれっけん）  上・上・中
ワンツーパンチ  上・上

鬼哭連拳（きこくれんけん）  上・上・上

鬼哭剛掌破（きこくごうしょうは）  上・上・中

鬼哭剛掌破・否（きこくごうしょうは・いな） (((( (  上・上・特殊動作
鬼哭連蹴（きこくれんしゅう）  上・上・上

多聞殺・壱（たもんさつ・いち）  上・中・中

多聞殺・弐（たもんさつ・に）  上・中・中

裏拳二段（うらけんにだん）  上・上
弐連剛掌破（にれんごうしょうは）  上・中

弐連剛掌破・否（にれんごうしょうは・いな） (((( (  上・特殊動作

門前払い（もんぜんばらい）  上・中
破砕蹴（はさいしゅう） 【】 中

剛掌破（ごうしょうは）  中

激剛掌破（げきごうしょうは）  中

激剛掌破・否（げきごうしょうは・いな） (((( (  特殊動作
五臓血塊（ごぞうけっかい）  中

BBBB 右踵落とし（みぎかかとおとし）  中

BBBB ぱちき  上

三島流・封殺陣の構え
（みしまりゅう・ふうさつじんのかまえ）

 特殊動作 パンチ捌き効果あり

HHHH 封殺陣・破砕拳（ふうさつじん・はさいけん） 三島流・封殺陣の構え中に( 上

BBBB 封殺陣・爆砕拳（ふうさつじん・ばくさいけん） 三島流・封殺陣の構え中に( 中・中
封殺陣・頭槌砕（ふうさつじん・とうついさい） 三島流・封殺陣の構え中に( 上段ガード不能 でキャンセル

無双掌破（むそうしょうは）  中・上

BBBB 無双鉄槌（むそうてっつい）  中・中

冥鳳翼（めいほうよく）  中 投げ捌き効果あり
BBBB 瓦割り（かわらわり）  中 でしゃがみへ

地鎮砕（じちんさい）  中

鬼十字（おにじゅうじ）  中

鬼瓦（おにがわら）  ガード不能
祟殺し（たたりごろし）  中

影生門（えいしょうもん）  下

暗撃砕（あんげきさい）  中・中
HHHH 刎頚裏拳（ふんけいうらけん）  上・上

HHHH 刎頚剛掌破（ふんけいごうしょうは）  上・中

HHHH 刎頚剛掌破・否（ふんけいごうしょうは・いな） (((( (  上・特殊動作

羅生門（らしょうもん）  中
鰐下駄（わにげた）  上・中

HHHH 真月旋（しんげつせん）  中

剛掌烈破（ごうしょうれっぱ）  中

剛掌烈破・連（ごうしょうれっぱ・つらね）  中・中
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裏旋空刃脚（りせんくうじんきゃく）  中・中
玄空脚（げんくうきゃく）  中

TTTT 鬼神拳（きじんけん）  中

BBBB 左踵落とし（ひだりかかとおとし）  中

砕神掌（はしんしょう）  中
影足（かげあし）  特殊動作

天魔覆滅（てんまふくめつ）  中・上

BBBB 天魔降伏（てんまごうぶく）  中・中

金剛槍掌（こんごうそうしょう）  中
雷神拳（らいじんけん） ☆  中

TTTT 風神拳（ふうじんけん） ☆  上

激斬脚（げきざんきゃく） ☆  中
地斬脚（ちざんきゃく） ☆  下

奈落払い雷神拳（ならくばらいらいじんけん） ☆  下・中 奈落払いの２、３発目からも派生可

奈落払い踵切り（ならくばらいかかとぎり） ☆ ☆   下・中・中 奈落払いの２、３発目からも派生可

奈落払い（ならくばらい） ☆  下・下・下
空斬脚（くうざんきゃく）  中

金剛掌（こんごうしょう） 立ち途中に( 中

観音砕き（かんのんくだき） 立ち途中に( 中
踵落とし（かかとおとし） 立ち途中に( 中・中

伏龍脚（ふくりゅうきゃく） しゃがんだ状態で( 下

万漢掌（ばんかんしょう） 横移動中に( 中

万漢螺旋掌（ばんかんらせんしょう） 横移動中に( 中・中
鬼下駄（おにげた） (相手ダウン中( 下

挑発（ちょうはつ）  特殊動作
１０連コンボ(１( ☆  上・上・上・上・上・中・下・上・中・中

１０連コンボ(２(  中・上・上・下・下・中・上・上・中・中

１０連コンボ(３(  中・上・上・下・下・中・上・上・中・中

１０連コンボ(４(  中・上・上・下・下・中・上・中・中・中

裸締め（はだかじめ） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

金剛落とし（こんごうおとし） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

断頭手（だんとうしゅ） 相手の左横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け
奈落（ならく） 相手の右横から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け

仁王砕き（におうくだき） 相手の背後から接近して( (((( (  投げ 投げ抜け×

火打ち石（ひうちいし） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け
TTTT 超ぱちき（ちょうぱちき） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け、で「ぱちきくらべ」(対戦相手限定(

放宙手（ほうちゅうしゅ） 相手に接近して( 投げ 投げ抜け

三島流・金剛壁の構え

（みしまりゅう・こんごうへきのかまえ）
相手の攻撃に合わせて( (((( (  返し技 気合溜め状態へ


