
技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
パンチ～バックナックル  上・上
ハンマリングアタック  上・上・中
アップ・ストローク （） 上・上・上 でサヴェッジスタンスへ
パンチ～ローキック  上・下
セパレーションフック （） 上・上 でサヴェッジスタンスへ
パワーコード  上・中
ダブルハンマリング  中・中
挑発  特殊動作
セパレーションフック・ハード （） 上・上 でサヴェッジスタンスへ
エスカッション  中・中
インダクタンス  上
デッドポイント  ガード不能
チョーキング （） 中 でサヴェッジスタンスへ
ダブルチョーキング （） 中・上 でサヴェッジスタンスへ
ダブルチョーキング・ボディ  中・上・中
ダブルチョーキング・レフトサンディング （） 中・上・下 でサヴェッジスタンスへ
チョーキングピックアップ  中・中
ビートアッパー  中・中
ビートチョッピング  中・中
ブラッシング  中・中
カッティング （） 中・上 でサヴェッジスタンスへ
カッティングエッジ  中・上・中
タッピング  中
ローキック  下
ライトサンディング＆バンキング （） 下・上 でサヴェッジスタンスへ
ブロックバースト  中
ダウンピッキング  下 ホールド可
ヒールダウン （） 下 でサヴェッジスタンスへ
リムショット （） 中 でサヴェッジスタンスへ
リムショット・ジョイント  中・下
プリングオフ  上・中
ヴァイブローラー （） 中 でサヴェッジスタンスへ
フェイズブーツ  中
アーミング （） 上 でサヴェッジスタンスへ
スタッカートダンク （） 上 でサヴェッジスタンスへ
インレイキック  中 or or 
リアキック  中 or or 
ラウドアッパーコンボ  中・上
サイクロンスラップ  中・中
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技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考
オブリガード  上
キックスタート  中
ブラスアッパー 立ち途中に （） 中 でサヴェッジスタンスへ
ディストーションスラッシュ 立ち途中に  中・上・中
ブリッジキック 立ち途中に  中 でしゃがみへ
ワイドフレット 立ち途中に  上
バッキング しゃがんだ状態で  中
ディケイ しゃがんだ状態で  下
ワウペダル (相手ダウン中) 下

ブリスターナックル サヴェッジスタンス中に （） 上 でサヴェッジスタンスへ
ツインブリスター サヴェッジスタンス中に  上・上
ブリスターワンツー サヴェッジスタンス中に （） 上・中 でサヴェッジスタンスへ
ブリスターバインディング サヴェッジスタンス中に  上・中・中
ブリスタークランチ サヴェッジスタンス中に  上・中
ダウンストローク サヴェッジスタンス中に  中 ホールド可
トーンニー サヴェッジスタンス中に （） 中 でサヴェッジスタンスへ
ダブルトーン サヴェッジスタンス中に （） 中・上 でサヴェッジスタンスへ
レゾナンススピン サヴェッジスタンス中に  上
ハンマーガット サヴェッジスタンス中に  中 ホールド可、でキャンセル可
ピックアッパー サヴェッジスタンス中に （） 中 でサヴェッジスタンスへ
アップストローク サヴェッジスタンス中に  中
バンキング サヴェッジスタンス中に （） 上 でサヴェッジスタンスへ
サイドロー サヴェッジスタンス中に （） 下 でサヴェッジスタンスへ
サイドジャック サヴェッジスタンス中に （） 下・中 でサヴェッジスタンスへ
テイルピース サヴェッジスタンス中に （） 下 でサヴェッジスタンスへ
グランドワインダー サヴェッジスタンス中に  下
フェードスラッシュ サヴェッジスタンス中に （） 中 でサヴェッジスタンスへ
チョークダウン サヴェッジスタンス中に  中・下
チョークアップ サヴェッジスタンス中に  中・中
ロックナット サヴェッジスタンス中に  中 パンチ捌き効果あり
サンバースト サヴェッジスタンス中に （） 上 でサヴェッジスタンスへ
１０連コンボ(１) 立ち途中に  上・中・上・上・中・中・下・下・中・上
エンハンサー 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
ボトルネック 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
スラッシュビート 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
ブラストビート 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
ショックハウリング 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
エキサイター 相手に接近して  投げ 投げ抜け

    ■ サヴェッジスタンス中のコマンド ■
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