
技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
ワンツーパンチ  上・上
ワンツーパンチ～レヴォリューションツヴァイ  上・上・中・上 でヒットマンスタイルへ
ワンツーミドル  上・上・中 でヒットマンスタイルへ
ワンツーミドルマックス ホールド 上・上・中
ワンツーパンチ～ミストステップ ☆ 上・上・特殊動作
コンビネーションドライ  上・上・中 でヒットマンスタイルへ
コンビネーションフィーア  上・上・下 でヒットマンスタイルへ
クロスストレート～レヴォリューションツヴァイ  上・中・上 でヒットマンスタイルへ
ミストキック  中 でヒットマンスタイルへ
ミストウルフコンビネーション  中・上
トラップキック 【】 上
ミストトラップ 【】（ヒットorガード時） 投げ 投げ抜け×
スピニングハンマー  上・上・中
スピニングサマー  上・上・中
マシンガンキック  上・上・上
リーサマー  上・中
シュワルローゼフック  中
ヒットマンスタイル  特殊動作
フリッカージャブ ヒットマンスタイル中に  上 ☆入力でキャンセルしてミストステップへ
フリッカージャブラッシュ ヒットマンスタイル中に  上・上・上・上
エクセレントPK ヒットマンスタイル中に  上・中 でヒットマンスタイルへ
スキャッターブロー ヒットマンスタイル中に  中
スキャンキック ヒットマンスタイル中に  上 正面ヒット時投げへ
スキャンキックスロー ヒットマンスタイル中に (正面ヒット時のみ) 上・投げ 投げ抜け×
シープスライサー ヒットマンスタイル中に  下
ミストイリュージョン ヒットマンスタイル中に  返し技 パンチ捌き効果あり、攻撃を捌いた時で追加攻撃
シルバースラッシュ ヒットマンスタイル中に  中 でしゃがみへ
シルバーサーキュラー ヒットマンスタイル中に  中
ダブルシグナル  中・上
アシッドストーム  中・中・上・上・上・上 でヒットマンスタイルへ
シルバーウィップ  上
ビューティフルスパンク  上・中
デュアルスティング  上
ミストステップ ☆ 特殊動作 orヒットマンスタイル中に ☆
インバーテッドアクセル ミストステップ中に  中・中
スウェー ミストステップ中に ☆ 特殊動作
エッジングスライス ミストステップ中に ☆  下
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マーキュリードライブ  中・上・中
フロントキック  中 でヒットマンスタイルへ
シルバーロー  下 でヒットマンスタイルへ
リーキックコンボ ☆  下・上
リーキック～スピニングハンマー ☆  下・上・上・中
リーキック～スピニングサマー ☆  下・上・上・中
リーキック～マシンガンキック ☆  下・上・上・上
リーキック～リーサマー ☆  下・上・中
レイザーズエッジキックコンボ  下・下・下・中 でヒットマンスタイルへ
シルバーサイクロン  上段ガード不能 でキャンセルしてヒットマンスタイルへ
パンプキック  下
コンパススイープ  下
ハームタッチ (でキャンセル) ガード不能・ガード不能
トリプルファング  上・中・上 後タイミング良くで性能変化
トリプルファング～ヒットマンスタイル  上・中・特殊動作
トリプルファングキャンセル～ミストステップ ☆ 上・特殊動作
シェルターコンボ  中・上
シルバーヒール  中 でヒットマンスタイルへ
クリッパーホイール  中
フェイク  特殊動作 でしゃがみへ、でヒットマンスタイルへ
ダブルマズルカ  中・上
シルバーニー  中
シルバースティング  上
インパルスショット  中
デッドリースラッシュ  上
リーカッター  上 でヒットマンスタイルへ
ブレイジングキック  中
リースライディング ☆  下
フリックフラック ☆  特殊動作
シュレッダーキックコンボ(上段)  中・中・上
シュレッダーキックコンボ(中段)  中・中・中
シュレッダーキックコンボ(下段)  中・中・下
ヒールブースター 立ち途中に  中・中
インフィニティーキックコンボ（１） 立ち途中に ☆ ☆  中・中・下・中・上
インフィニティーキックコンボ（２） 立ち途中に ☆ ☆  中・中・中・上・中
インフィニティーキックコンボ(下段) インフィニティーキック中に ☆ 下・中・上
インフィニティーキックコンボ(踵落とし) インフィニティーキック中に ☆ 中・中・上
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シルバーテイル しゃがんだ状態で  下
サマーソルトキック(小ジャンプタイプ) しゃがんだ状態で  中 orしゃがんだ状態でor、でヒットマンスタイルへ
サマーソルトキック(大ジャンプタイプ) しゃがんだ状態で  中 orしゃがんだ状態でor、でしゃがみへ
サマーソルトドロップ しゃがんだ状態で  中 orしゃがんだ状態で or 
スライディング しゃがんだ状態で  下
リアクロスパンチ 横移動中に  上
リアクロスパンチ～ミストステップ 横移動中に ☆ 上・特殊動作
リースクリューレフト 横移動(右)中に  上 でヒットマンスタイルへ
リースクリューライト 横移動(左)中に  上 でヒットマンスタイルへ

１０連コンボ  中・上・上・上・上・下・上・上・上・中

ネックフラクチャー 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
ウーティップ 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
リーハラスメント 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
リースタナー 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
フェイスクラッシャー 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
ニードライブ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ミストイリュージョン 相手のパンチ攻撃に合わせて  返し技 攻撃を捌いた時で追加攻撃
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