
共通項目 ※一部の主な調整内容のみを記載しております。

項目 変更点
インフィニットブラスト 【共通】攻撃判定を拡大しました。

【共通】バニシングガード中の相手に対して、通常ガードになるように変更しました。

【通常発動／ダメージ発動】衝撃波ヒット後に、動作終了まで無敵になるように変更しました。

【キャンセル発動】ダメージ補正を付与しました。

【キャンセル発動】くらい側のインフィニットブラスト不能時間を、インフィニットブラスト効果中（背景変化時）のみに変更しました。

【キャンセル発動】地上で発動した際、キャラクターごとに異なっていた挙動を統一しました。
【ダメージ発動】一部状況で発動できない不具合を修正しました。

バニシングガード 空中バニシングガードの着地硬直を、必殺技でキャンセルできないように変更しました。

空中バニシングガードをガードキャンセルで出した際に、通常使用と同じように着地硬直が発生するように変更しました。

バニシングガードの解除硬直を、投げ抜けできないように変更しました。
エスケープアクション 前方回避、小ジャンプ中の攻撃可能になるタイミングで、パートナーブリッツが発動し辛い不具合を修正しました。

空中回避の動作の出かかりが投げ無敵になるように変更しました。
カウンター 地上仰け反りの挙動を変更しました。

ヴァリアブルラッシュ 着地まで硬直のある空中必殺技をヒットさせたあと、着地の瞬間をヴァリアブルラッシュでキャンセルできないように変更しました。
空中投げ 全キャラクターの投げ間合いを拡大しました。

パワーゲージ使用技／パートナーブリッツ 全キャラクターの各種ダメージパラメータを見直し、調整を行いました。
その他 一部キャラクターのロック技のふっとび直後に、飛び道具およびパートナーブリッツの攻撃がヒットするように調整しました。

起き上がり後、地上仰け反り後、ガード硬直後の投げ無敵時間が長くなりました。

その他一部エフェクト、動作について調整および不具合修正を行いました。

アイン
項目 変更点

立ちC／立ちE 硬直時間が短くなりました。
Vz61 スコーピオン 連続技中に同じ技を使用した際の復帰補正が重くなりました。

【A版・B版】硬直中のやられ判定を拡大しました。

【A版】攻撃力が減少しました。
【C版】ダメージ補正が重くなりました。

クリスリープ パートナーブリッツ、インフィニットブラストでキャンセルできるタイミングを調整しました。
コルトパイソン 復帰補正が重くなりました。

肘打ちからの掌底 初段の攻撃力が増加しました。
ヴァリアブルラッシュ 出始めの攻撃判定を拡大しました。

モーラ
項目 変更点
立ちC しゃがみCからクイックコンボで、下方向の入力が入っていた場合出ないように変更しました。

スレッジハンマー 【C版】ガード硬直時間が長くなりました。
デッド・ライジング 初段のダメージ補正が重くなりました。

アクロス・ザ・ナイトメア／デジョン・ザ・ナイトメア 始動ダメージ補正を付与しました。

硬直時のキャンセルできるタイミングを調整しました。

着地した瞬間を地上投げで投げられないように調整しました。
コンボ・スレッジハンマー ヒット後、動作終了まで無敵になりました。
アビス・オブ・ナイトメア 最終段がダウン追い打ちダメージ補正を受けないようになりました。

ルイリー
項目 変更点

しゃがみE ガード硬直時間が短くなりました。
鉄山靠 【C版】全体動作時間が短くなり、ガード硬直時間が長くなりました。

飛翔龍脚 【ロック時】ダメージ補正が重くなりました。

攻撃持続部分がヒットした際のふっとびを変更し、硬直時間が短くなりました。また、ダメージ補正を調整しました。
ヴァリアブルラッシュ 攻撃発生が遅くなりました。

アル・アジフ
項目 変更点

しゃがみA 攻撃発生が早くなり、始動ダメージ補正が重くなりました。
遠距離立ちB 攻撃発生が早くなり、始動ダメージ補正を付与しました。

しゃがみBへのクイックコンボルートが追加されました。
立ちC やられ判定を縮小しました。

しゃがみC やられ判定を縮小し、攻撃判定を拡大しました。
クトゥグア&イタクァ やられ判定を縮小しました。

【B版】飛び道具発生が早くなり、硬直時間が短くなりました。
アトラック＝ナチャ 連続技中のみにヒットする攻撃判定を上方向に拡大しました。

【A版】復帰補正が軽くなりました。

【B版】攻撃発生が早くなりました。

【B版・C版】始動ダメージ補正が軽くなりました。
ニトクリスの鏡 【B版】しゃがみ状態の相手を飛び越えないように調整しました。

バルザイの偃月刀 【地上版】飛び道具発生が早くなり、攻撃判定を拡大しました。
【空中版】受身不能時間が長くなりました。

ヴァリアブルラッシュ 攻撃発生が遅くなりました。

沙耶
項目 変更点

遠距離立ちB 受身不能時間が長くなり、始動ダメージ補正を付与しました。

初段の攻撃判定を拡大し、ヒット時強制立ち仰け反りになりました。
立ちE 攻撃発生が早くなりました。

しゃがみC 最終段のふっとびが低くなりました。
しゃがみE 慣性のパラーメータを調整しました。

ダメージ補正が軽くなりました。
ジャンプB ２段目の攻撃判定を拡大しました。

始動ダメージ補正を付与しました。
ジャンプC 攻撃発生が早くなりました。
ジャンプE 出始めの攻撃判定を上方向に拡大しました。

やられ判定を縮小しました。
爆発物を含む肉塊 攻撃発生が早くなり、硬直時間が短くなりました。

地上版の飛び道具の移動値を調整しました。
肉変化 【fil+B版】出現位置を調整しました。

硬直時間が短くなり、対飛び道具無敵を付与しました。

硬直後の振り向きに関する挙動を統一しました。
肉の宴 投げ判定の発生が早くなり、持続時間が長くなりました。

膝崩れ中の相手に投げ判定がヒットするように変更しました。
肉の豪腕 ロックヒット後に、高く跳ねるように調整しました。

ヴァリアブルラッシュ 連続技中にヒットした際のダメージ補正が軽くなりました。
沙耶の唄 攻撃持続時間が長くなりました。

イグニス
項目 変更点

２段ジャンプ／空中ダッシュ ジャンプ下降時に発動できる高度が低くなりました。
近距離立ちB ふっとびが低くなりました。

ジャンプB 始動ダメージ補正が重くなりました。
立ちE ふっとびを変更し、受身不能時間が長くなりました。

ジャンプE 攻撃力が減少しました。
撲殺・粉骨 空振り、ガード時の硬直時間が長くなりました。

空中通常ヒット、カウンターヒット時のふっとびが変更され、受身不能時間が長くなりました。
砕身 連続技中に同じ技を使用した際の復帰補正が重くなりました。

飛殺・月牙 【空中版】飛び道具発生が早くなり、硬直時間が短くなりました。
鏖殺・月牙縦横 飛び道具の軌道と攻撃判定を調整し、ヒットしやすくしました。

受身不能時間が長くなりました。

刃が広がった後にヒットした際の攻撃力が増加しました。
【空中版】発動時の本体の移動値を調整しました。

【空中版】飛び道具発生が早くなり、硬直時間が短くなりました。
暗殺・黒矢／虐殺・雷火轟天 動作中に攻撃を受けると、ワイヤーが設置されないようになりました。

【空中版】発動時の本体の移動値を調整しました。
惨殺・怨敵滅砕 一部状況でのヒット時、イグニスが専用硬直動作に移行しないことがある不具合を修正しました。

ヴァリアブルラッシュ 分岐ルートを追加しました。

A連打ルートとC連打ルートの攻撃力が増加しました。
C連打ルートの硬直時間が長くなり、ふっとびが高くなりました。

アンナ
項目 変更点

遠距離立ちB ヒット硬直時間、受身不能時間が長くなりました。
立ちC／しゃがみC ヒット時に各種キャンセルできるタイミングが早くなりました。

しゃがみE 攻撃判定を横方向に拡大しました。
ジャンプA 攻撃判定を下方向に拡大しました。
ジャンプB 相手にバニシングガードを取られた際、バニシングガードで返せるようになりました。

フォデレ（4タメ6+攻） 【A版】飛び道具発生が早くなりました。
セクティオ 初段が連続技中にヒットした際のダメージ補正が軽くなりました。

跳び上がり前にノックバックの影響を受けないようになりました。
セクティオ・アウレア 初段の攻撃判定を拡大しました。

跳び上がり前にノックバックの影響を受けないようになりました。
ヴァリアブルラッシュ 突進時、完全無敵になりました。

連続技中にヒットした際のダメージ補正が軽くなりました。

三世村正
項目 変更点

小ジャンプ 攻撃可能になるタイミングが早くなりました。
近距離立ちB 攻撃判定を拡大しました。

受身不能時間が長くなりました。
しゃがみA 攻撃判定を下方向に拡大しました。
しゃがみB キャンセル受付時間を延ばしました。

始動ダメージ補正が軽くなりました。

攻撃発生が早くなり、硬直時間が短くなりました。
ジャンプB 硬直時間が短くなりました。
ジャンプC 内側の攻撃判定を縮小し、攻撃持続時間が長くなりました。
鼓膜潰し 復帰補正を通常時は軽く、連続技中に同じ技を使用した際に重くなるように調整しました。

初段の受身不能時間が長くなりました。
蜘蛛の鋼糸 【空中B版・空中C版】着地の瞬間をハイジャンプでキャンセル出来る不具合を修正しました。

磁気鍍装・正極 電磁加速 復帰補正が軽くなりました。
磁気鍍装・負極 磁気障壁 超必殺技「手動休眠」よりコマンド成立優先度が高くなるように調整しました。

手動休眠 受身不能時間が長くなり、復帰補正およびダメージ補正が軽くなりました。

回復量が増加しました。

セイバー
項目 変更点

地上ダッシュ 動作開始時の速度が上昇しました。
地上投げ 投げ間合いを拡大しました。

地上投げ／空中投げ パートナーブリッツ、インフィニットブラストでキャンセルできるタイミングを調整しました。
ヘルムクラッシュ 【B版・C版】硬直時間が短くなりました。

約束された勝利の剣 相手の本体攻撃当身技が成立しないようになりました。

ダメージに関する各種パラーメータを調整しました。
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愛原 奈都美
項目 変更点

急停止は何故か効かない 発動後の回復時間をキャンセル時と分別し、通常時は短くなりました。

アンリ
項目 変更点

バレットストーム 連続技中にヒットした際のダメージ補正が軽くなり、始動ダメージ補正が重くなりました。

復帰補正が軽くなりました。

石馬 戒厳
項目 変更点

誓約大義・一億総玉砕 発動後の回復停止時間が短くなりました。

始動ダメージ補正が重くなりました。

ドラゴン
項目 変更点

ドラゴンブレス 飛び道具相殺判定を付与しました。
発動後の回復時間をキャンセル時と分別し、全体的に短くなりました。

アナザーブラッド
項目 変更点

禁忌の血を解放（はな）つ、侵せ 発動後の回復時間をキャンセル時と分別し、通常時は短くなりました。

スピカ
項目 変更点

スターストライク ダメージに関する各種パラメータを調整しました。

発動後の回復時間をキャンセル時と分別し、通常時は短くなりました。

沙紅羅
項目 変更点

喧嘩上等 発動後の回復停止時間が短くなりました。

キャロル
項目 変更点

聖杯のヴォイド 発動後の回復時間をキャンセル時と分別し、通常時は短くなりました。

曽根 美雪
項目 変更点

パーフェクトスイング 通常発動時の本体の硬直時間が短くなりました。

発動後の回復停止時間が短くなり、回復時間が長くなりました。

ダメージ補正が軽くなりました。
攻撃判定を拡大しました。

向日 アオイ
項目 変更点

セカイカイヘン ラウンド開始時の回復時間、発動後の回復時間が早くなりました。

アルシア
項目 変更点

大鉈の刃 ダメージに関する各種パラメータを調整しました。

発動後の回復時間をキャンセル時と分別し、通常時は短くなりました。

復帰補正が重くなりました。

美鶴木 夜石
項目 変更点
嘔吐 ラウンド開始時の回復時間が早くなりました。

発動後の回復時間をキャンセル時と分別し、全体的に短くなりました。

常守 朱　
項目 変更点

ドミネーター ラウンド開始時の回復時間が短くなりました。

発動後の回復時間をキャンセル時と分別し、通常時は短くなりました。

エイミー
項目 変更点

メッセンジャー 攻撃ヒット時に復帰補正の回復効果を付与しました。

寄車 むげん
項目 変更点

ヨグ＝ソトースの拳 相手の飛び道具当て身が成立するようになりました。

攻撃力が減少し、始動ダメージ補正が軽くなりました。
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