「カオスコードカオスコード-ニューサインオブカタストロフィニューサインオブカタストロフィ-」Ver2.10 - コマンドリスト
NOTE:
P = A or C (弱P or 強P）
K = B or D (弱K or 強K)
EX = コマンド＋
コマンド＋PP or KK同時押
KK同時押し
同時押し

◎Ver2.10 NEW

ヒカル

共通システム：
ハイジャンプ 一瞬だけ↓後↑、またはラン中に↑
投げ技 A+C
投げ抜け 相手に投げられる直前にA+C押し
前方回避 A+B

◆
◇
◆
◇
◆
◇

受身 吹っ
吹っ飛び中orダウン
orダウン直前
ダウン直前に
直前にA＋B 同時押し
同時押し
タクティカルガード (カオスゲージを1
カオスゲージを 1 / 2 本消費)
本消費) C+ D (空中可）
空中可）
ガードブレイクアタック (カオスゲージを1
カオスゲージを 1 本消費)
本消費) →C+
→C+ D
カオスキャンセル (カオスゲージを2
カオスゲージを 2 本消費)
本消費)必殺技ヒット
必殺技ヒット中
ヒット中にアルティメット・カオスでキャンセルする
カオスシフト (カオスゲージを1
カオスゲージを 1 本消費)
本消費) アルティメット・カオスヒット中
アルティメット・カオスヒット中A+ B )
エクシード・カオス (カオスゲージを3
カオスゲージを 3 本消費)
本消費) B + C

カガリ

カトリーヌ

ブラボー

特殊技
旋蹴落

→+B

特殊技
擂り蹴り

↘+B

特殊技
人魚姫

→+B

特殊技
熊掌

→+A

突撃脚

空中↘+B

空中投げ

空中A+C

お蝶スマッシュ

空中↘+C

製麺プレス

空中↓+C

◎双龍

→+D ‧ D

↓↙←+P (３回連続入力)

幸せの鐘 (EX)

↓↙←+P

歓迎大回転 (かんげいだいかいてん) (EX↓↓+P

魔法のハーモニー (EX)

↓↘→+P

旋風大香腸(せんぷうだいこうちょう) (EX) ←タメ→+P

必殺技

必殺技

必殺技

必殺技

ハイグレードナックル (EX)

↓↘→+P

霞薙ぎ(かすみなぎ) (EX)

雷打脚 (らいだきゃく) (EX)

→↓↘+K (空中可）

手裏剣・閃光 (しゅりけん・せんこう) (EX) ↓↘→+P

蒼球破 (そうきゅうは) (EX)

↓↘→+K

霧幻 (むげん) (EX)

↓↘→+K （Dは中段攻撃,D長押し時は下
段攻撃)

応援しちゃうゾ！(EX)

→↓↘+K

昇華大炒鍋(しょうかだいしょうか) (EX)

熱風三連脚 (ねっぷうさんれんきゃく)
(EX)

↓↙←+K

霧幻・虚 (むげん・うつろい) (EX)

↓↙←+K

小悪魔のラブ・スタンプ (EX)

空中↓↙←+P

情熱轟天湯(じょうねつごうてんとう) (EX) ↓↙←+K

幻刃 (げんじん) (EX)

→↓↘+P

奉仕しちゃうゾ！(EX)

↓↙←+K

招待大食卓(しょうたいだいしょくたく) (EX) ↓↙←+P

アルティメット・カオス
翻身虎襲脚 (ほんしんこしゅうきゃく)

天衝雷打脚 (てんしょうらいだきゃく)

アルティメット・カオス
↓↙←↓↙←+K

↓↘→↓↘→+K

ディストラクション・カオス
超神連撃 (ちょうしんれんげき)

↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

追加必殺技

奥義・螺旋 (おうぎ・らせん)

アルティメット・カオス
↓↘→↓↘→+K

にゃんにゃんミラクル・ダイナマイト

奥義・卍閃光破 (おうぎ・まんじせんこうは↓↙←↙↓↘→+P

鏡の中の真実

ディストラクション・カオス

ディストラクション・カオス

秘奥義・裏螺旋 (ひおうぎ・うららせん)

↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

追加必殺技

乙女のシャイニング・ハート

→↘↓↙←→+P

アルティメット・カオス
↓↘→↘↓↙←+K

怒翻！邪道速料理
（どほん！じゃどうそくりょうり）

↓↘→↓↘→+P

↓↙←↓↙←+P

翻天！昇華大炒鍋
(ほんてん！しょうかだいしょうか)

→↘↓↙←→↘↓↙←+P

ディストラクション・カオス
↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

追加必殺技

到来！最高級貴賓 (とうらい！さいこう
きゅうきひん)

↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

追加必殺技

残影旋風牙 (ざんえいせんぷうが)

↓↙←+P
（技中AorBorCorDで派生可能）
(派生A後AorBorCorDで派生可能）
(派生B後AorCorDで派生可能）
(派生D後AorBorCで派生可能）

手裏剣・落雷 (しゅりけん・らくらい)

空中 ↓↘→+P

純愛カミングアウト

←↙↓↘→+K

飛翔包餃子(ひしょうほうぎょうざ)

→↓↘+K (空中可）

烈震崩拳 (れっしんほうけん)

→↓↘+P

◎変り身・朧(かわりみ・おぼろ)

B＋D (空中可）

バニーの雄叫び

空中 ↓↙←+K

爆裂小龍包(ばくれつしょうろんぽう)

↓↓+K

裂破点咒突
(れっぱてんじゅとつ)

↓↙←↓↙←+P

奥義・針鼠 (おうぎ・はりねずみ)

↓↘→↓↘→+P

幸せの鐘・ゴールイン！

↓↘→↓↘→+P

跪謝！神聖大三宝（きしゃ！しんせいだ
↓↘→↓↘→+K
いさんぽう）

急降下突撃脚
(きゅうこうかとつげききゃく)

空中↓↘→↓↘→+K

奥義・流星脚 (おうぎ・りゅうせいきゃく)

↓↙←↓↙←+K (空中可）

愛は分身殺法

↓↙←↓↙←+K

衝撃！飯店的危機
(しょうげき！はんてんてききき)

追加アルティメット・カオス

追加アルティメット・カオス

追加アルティメット・カオス

追加アルティメット・カオス

→↘↓↙←→↘↓↙←+K

サーベラス

エルメス

特殊技
サプライズ・ハッシュ

→+C

アックス・ドロップ

近D 中 →+D

必殺技

特殊技
魅了するステップ

セリア

→+B

必殺技

ヘブンリー・シュート(EX)

↓↘→+P 追加入力A or C

縛り付ける恥辱 (しばりつけるちじょく)

デュアル・スライサー (EX)

↓↘→+K

漂う欲望 (ただようよくぼう) (EX)

スラッシュ・ビート (EX)

↓↙←+P

エア・スマッシュ (EX)

→↓↘+P (空中可）

アルティメット・カオス

特殊技
ボルティング・ステーク

ケット & シー

近C ヒットやガード中 →+C

必殺技
→↘↓↙←→+P

↓↙←+K (空中可）
Bで設置、Dで発動
身を焦がす刺激 (みをこがすしげき) （EX）↓↘→+P
↓↓+K
目覚める大地 (めざめるだいち) （EX）
強K版ボタン押しっぱなしでタメ可
天穿つ昇雷 (てんうがつしょうらい) （EX） →↓↘+K

アルティメット・カオス

特殊技
スピアパンチ

↘+C

空中投げ

空中A+C

必殺技

ミスチヴァス・ミサイル （EX）

↓↘→+K (空中可）

エリアル・インビテーション（EX）

→↓↘+P (空中可）

◎ブレイド・ストロール （EX）

↓↙←+P (３回連続入力)

チャーミング・スプラッシュ （EX）

空中↓↙←+K

＊特攻妹セット

↓↓+K or ↓↓+B＋D

特攻妹アタック (特攻妹セット後使用可）
↓↘→+K
（EX）

コンビネーション兄妹クラッシュ (EX)
許せ妹、デコイ・アタック

↓↙←+P (３回連続入力)
↓↓+P

(特攻妹セット後使用可）

プランキッシュ・ミサイル （EX）

↓↙←+K

グレート・オーバーヘッド・ノヴァ (EX)

↓↙←+K (空中可)

プランキッシュ・ボム （EX）

↓↓+K

ミラクル・スーパー・タックル (EX)

↓↘→+P

アルティメット・カオス

アルティメット・カオス

パッショネイト・スライサー

↓↘→↓↘→+P

揺るがす雷威 (ゆるがすらいい)

↓↘→↓↘→+K

デンジャラス・カンパニー

↓↙←↓↙←+K
設置後B+Dで発射

親娘奥義・急降下オヤジバルーン

↓↘→↓↘→+P

シャル・ウィー・ダンス

↓↘→↓↘→+K

焼き尽くす業火 (やきつくすごうか)

↓↘→↓↘→+P

パッシング・レイン・エクストリーム

↓↘→↓↘→+K （空中可）

兄妹奥義・ダブル・スピン・アタック・デ
ラックス

↓↘→↘↓↙←+P

ディストラクション・カオス
ジ・エンド

ディストラクション・カオス
↓↙←↙↓↘→+AC同時押し

浄化する輝き (じょうかするかがやき)

スマッシュダウン・アロー

空中↓↘→+K

スゥィート・トラップ

↓↙←+K

追加必殺技

ディストラクション・カオス
↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

サプライズ・フォーメーション

弾ける欲望 (はじけるよくぼう)

↓↘→+K

燃え上がる嫉妬 (もえあがるしっと)

↓↙←+P

追加必殺技

追加アルティメット・カオス

ディストラクション・カオス
↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

パーフェクト・ファミリー・ 連携・ボンバー ↓↙←↙↓↘→+AC同時押し

ウェルカム・ブースト

→↓↘+K

俺達の優雅なトリック・スルー

→↘↓↙←→+K

プランキッシュ・ウィップ

↓↘→+P 派生入力→P or ←P

ライジング・ドラゴン・アタック

→↓↘+P

追加必殺技

追加必殺技

追加アルティメット・カオス

追加アルティメット・カオス

ダンシング・ストーム

↓↙←↓↙←+K （空中可）
追加入力 K連打

焦がし尽くす快楽 (こがしつくすかいらく) ↓↙←↙↓↘→+K

ヴァニッシング・ギフト

↓↘→↓↘→+P

イージー・カム・イージー・ゴー

↓↘→↘↓↙←+K

吹き荒れる暴氷 (ふきあれるぼうひょう) ↓↙←↓↙←+K

エンジェリック・ウィング

↓↙←↙↓↘→+Ｋ

ルイ

クティーラ

セリアII
セリアII改
II改

特殊技

特殊技
ドリル

ヴェイン

追加アルティメット・カオス
俺流奥義・ダイナミック・メガトン・（中
略）・スペシャル・アタック

↓↘→↘↓↙←+K 最終ヒット前
→ or ↓ or ￪ or ←分岐可能

オヤジのサプライズ喰い

→↘↓↙←→↘↓↙←+K

特殊技
掌打

→+A

特殊技
スピンナックル

→+A

水面斬り

遠C動作中C

バックスティング

空中←+B

水面斬り

→+C

スピンキック

→ +D

空中Cヒットやガード中←C

ゴールデンキック
必殺技

← +D

↓↘→+P

メガ・スイング・アタック (EX)

↓↘→+P (３回連続入力)

虚空の幻泡ヨグソトース（EX）

↓↘→+P

レイジング・トマホーク （EX）

↓↘→+P

→↓↘+P

ファイティング・ギアー・キック （EX）

→↓↘+K （空中可）

ティンダロスの仔猟犬 (EX)

↓↙←+P

デッドリー・スパーク （EX）

→↓↘+P (空中可)

↓↘→+K
（形無影如也キャンセル可）

ティタニック・スター・スライド (EX)

↓↙←+P

風乗りイタカアッパー （EX）

→↓↘+P

ヘルズ・コンヴィクション (EX)

↓↙←+P (空中可)

↓↙←+K

ドッジ・アンド・バレット

B＋D （AorBorCorDで派生可能）

パパロイの指輪 （EX）

↓↙←+K

トラジック・ディスパリティー (EX)

↓↙←+K

退廃なる踊り子トゥールスチャ（EX）

↓↓+P で設置 （EX） （空中可）
↓↓+K で発動 （空中可）

月光
必殺技
鬼屠斬也 （EX）
（オニヲモホフルザンゲキナリ）
天魅輝也 （EX）
（テンヲモミスルカガヤキナリ）
凶削落蕾也 （EX）
（キョウキニソガレオツツボミナリ）
形無影如也 （EX）
（カタチナキカゲノゴトクナリ）

アルティメット・カオス
汝狂忌月也
（ナンジクルワスイミツキナリ）
逆卍雷光破

ディストラクション・カオス
月夜煌蝶如也
（ツキヨニキラメクチョウノゴトクナリ）

アルティメット・カオス

追加アルティメット・カオス
咎滅暗黒也
（トガビトメツスルアンコクナリ）
終齎双刃也
（オワリヲモタラスソウジンナリ）

必殺技

アルティメット・カオス

アルティメット・カオス

↓↘→↓↘→+P

レインボー・ドロップ・コンビネーション

↓↘→↘↓↙←+K (空中可)

爆炎の星精霊

空中 ↓↘→↓↘→+P

クルーエル・アセンション

↓↙←↓↙←+P

↓↙←↙↓↘→+P

ファイティング・ギア・スペシャル

↓↘→↓↘→+K

暗礁を覆う海神の影

↓↘→↓↘→+K

リフューザル・ミサイル

↓↘→↓↘→+K

ディストラクション・カオス
↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

アルティメット・サマライゼーション

空中↓↘→+P

ライジング・オービット

追加必殺技
地焦紫炎也
（チヲモコガスシエンナリ）
黄泉誘委也
（ヨミノイザナイニユダネルナリ）

必殺技

→+A

ディストラクション・カオス
↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

追加必殺技

大いなる父の呼び声

ディストラクション・カオス
↓↙←↙↓↘→+AC同時押し

セパレーション・改

追加必殺技

追加必殺技

↓↙←+K （AorBorCorDで派生可能）

星間飛行ハスター （空中可）

↓↘→+K
動作中にレバー＋Kで方向転換可能

コア・オブ・デス

→↘↓↙←→+P

←↙↓↘→+K

◎ショゴスの遊戯

→↓↘+K （空中可）

トリッキー・ヴィジョン

→↓↘+B+D or ←↓↙+B+D
追加入力 →B+D or ←B+D

ガードレス・ディスラプション
→↘↓↙←+P

↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

追加アルティメット・カオス

追加アルティメット・カオス

追加アルティメット・カオス

↓↘→↓↘→+K

◎カウンター・クラッシュ：コードC

↓↙←↓↙←+P （発動中、P派生可能)

黑山羊のサバト

↓↘→↓↘→+P

バーニング・ゲイズ (空中可)

↓↘→↓↘→+P

↓↙←↓↙←+P

ガードレス・エクスプロージョン

→↘↓↙←→↘↓↙←+K

這い寄る闇の化身

↓↙←↓↙←+P （空中可）
同じコマンドを再入力すると特殊フィニッ
シュができる

ヴァニシング・プレッシャー

→↘↓↙←→↘↓↙←+K

MG ヒカル

クドゥラッククドゥラック- SIN

特殊技

ルピナス

特殊技

転身落脚 (てんしんらくきゃく)

→+B

閃光突蹴 (せんこうとっしゅう)

→+D
ボタン押しっぱなしでフェイント

必殺技

背叛 (はいはん)

→+B

特殊カオスコンボ

必殺技

萌山靠 (ほうざんこう) (EX)

←↙↓↘→+P
強P版ボタン押しっぱなしでフェイント

惰弱 (だじゃく) (EX)

↓↓+K

輝星三連撃 (きせいさんれんげき) (EX)

→↓↘+P

泡沫 (ほうまつ) (EX)

↓↘→＋A～D

蒼球波【裂】(そうきゅうは【れつ】) (EX)

空中↓↙←+K

受難 (じゅなん) (EX)

↓↙←+K

早押掌 (そうおうしょう) (EX)

↓↙←+P (Cタメ可)

厭世 (えんせい) (EX)

↓↙←+P

懺悔 (ざんげ) (EX)

→↓↘＋P (空中可）

アルティメット・カオス

アルティメット・カオス

爆熱神拳 (ばくねつしんけん)

↓↘→↓↘→+P

法悦 (ほうえつ)

↓↘→↓↘→+P

稲妻蒼球波 (いなづまそうきゅうは)

↓↘→↓↘→+K

慟哭 （どうこく)

↓↘→↓↘→+K

ディストラクション・カオス

ディストラクション・カオス

信徒覚醒～大いなる加護の終焉～（しん
↓↘→↘↓↙←+AC同時押し
とかくせい～おおいなるかごのしゅうえん

生命の樹 (せいめいのき)

追加必殺技

追加必殺技

疾風足刀脚 (しっぷうそくとうきゃく)
神迅拳【光】(しんじんけん【こう】)

↓↘→+K
強K版ボタン押しっぱなしでフェイント
↓↙←+K ボタン押しっぱなしでタメ可
溜め中にB/Dで構え解除

帰服 （きふく）

→↘↓↙←→＋K

羨望 (せんぼう)

空中↓↙←+K

追加アルティメット・カオス

真・流星虎襲脚 (しん・りゅうせいこしゅう ↓↙←↙↓↘→+K
きゃく)
ボタン押しっぱなしでタメ可

贖罪 (しょくざい)

↓↙←↓↙←+P

懐疑 (かいぎ)

↓↙←↓↙←+K
発動後、防御中に→ or ←A+B

空中↓↘→↓↘→+K

必殺技
六百五拾型＝夜鷹 (EX)
（ろっぴゃくごじゅうがた＝ナイトホーク）
九拾六型＝鉄槌 (EX)
（きゅうじゅうろくがた＝ゴッドハンマー）
六拾九型＝天剣 (EX)
（ろくじゅうきゅうがた＝ヘヴンズソード）
R六型＝獅子 (EX)
（アールろくがた＝レグルス）
千百弐拾八型＝撃鉄
（せんひゃくにじゅうはちがた＝ストライ
カー）
千百弐拾七型＝騎馬
（せんひゃくにじゅうなながた＝ヴァン
ガード）
六拾七型＝大蛇
（ろくじゅうなながた＝ハイドラ）
>六拾七型・壱式＝飛燕
（ろくじゅうなながた・いちしき＝ライ
ジング）
>六拾七型・弐式＝雷電
（ろくじゅうなながた・にしき＝ライト
ニング）
>六拾七型・弐ノ壱式＝紫電
（ろくじゅうなながた・にのいちしき＝ラ
イトニングパニッシュ）
六拾七型・無式＝零
（ろくじゅうなながた・むしき＝ゼロ）

特殊技
↘+C

ボコす！

遠C動作中C
(ボタン押しっぱなしで『まだまだいくぜぇ！』移行す

しゃがみD動作中D

邪魔だ！

←+D （ボタン押しっぱなしでタメ可）

ガラ空きだ！

→＋KK
着地後『まだまだいくぜぇ！』移行する

必殺技
↓↙←+P

泣いてもやめねえぞ！（EX）

↓↙←+P

空中↓↙ ←+P

どこ行くんだてめえ！（EX）

→↓↘+P

空中→↓↘+P

手加減しねえぞ！（EX）

↓↓+P （ボタン押しっぱなしでタメ可）

←↙↓↘→+K

まだまだいくぜぇ！

KK同時押し

→↘↓↙ ←+B

『まだまだいくぜぇ！』からの派生ルート

→↘↓↙ ←+D

↓↘→+A

大蛇中 P

大蛇中 K

雷電中 K

↓↘→+C

↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

追加アルティメット・カオス

電凰雷打脚 (でんおうらいだきゃく)

特殊技
百六拾弐型＝雀
（ひゃくろくじゅうにがた＝スパロウ）

レイ

アルティメット・カオス
九拾弐型＝重剣
（きゅうじゅうにがた＝クレイモア）
八拾九型＝戦虎
（はちじゅうきゅうがた＝ベルセルク）
>追加入力①
>追加入力②

↓↙←↓↙←+K
→↘↓↙←→↘↓↙←+P
→↘↓↙←+P

アルティメット・カオス

↓↘→↓↘→+P

一つ教えてやろう

→↘↓↙←→↘↓↙←+P

よし、そろそろ時間だ

↓↘→↓↘→+K

ディストラクション・カオス
M弐百七拾型＝戦神
（エムにひゃくななじゅうがた＝マルス）
追加必殺技
M参拾壱型＝疾風
（エムさんじゅういちがた＝ゲイル）
壱型・四拾参式＝隼
（いちがた・よんじゅうさんしき＝ファルコ
ン）
>壱型・四拾参ノ壱式＝碧隼
（いちがた・よんじゅうさんのいちしき＝
ブルーファルコン）
>壱型・四拾参ノ弐式＝白隼
（いちがた・よんじゅうさんのにしき＝ホ
ワイトファルコン）
>壱型・四拾参ノ参式＝赤隼
（いちがた・よんじゅうさんのさんしき＝
レッドファルコン）
>壱型・四拾参ノ四式＝黄隼
（いちがた・よんじゅうさんのよんしき＝
イエローファルコン）
追加アルティメット・カオス

ディストラクション・カオス

↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

↓↘→↘↓↙←+AC同時押し

追加必殺技
→↓↘+K

耐えてみな！

↓↘→+P

空中←+KK or →+KK

調子に乗ってんじゃねぇ！

↓↙←+K

壁に張り付く中 ←+KK

追加アルティメット・カオス

壁に張り付く中 ↓+KK

これが漢の拳だぜ！

↓↘→↓↘→+P

壁に張り付く中 →+KK

ガンガン行くぜ！

↓↙←↓↙←+K

壁に張り付く中 ↑+KK 動作中P

九拾壱型＝光矢
↓↘→↓↘→+K
（きゅうじゅういちがた＝セイントアロー）
八拾壱型＝雷神
（はちじゅういちがた＝ジュピター）

この俺を誰だと思ってやがる！

↓↘→↓↘→+P

