
1 / 3



©2011 NAMCO BANDAI Games Inc.

Jaycee （ジェイシー）

TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

BBBB 通天砲（つうてんほう）  上・中・中
BBBB 通天烈破（つうてんれっぱ）  上・中・中

BBBB 通天寸腿（つうてんすんたい）  上・中・下

ワンツーパンチ  上・上 (oｒ )で転身歩へ

白猿散手（はくえんさんしゅ）  上・上・中・下
背面取り（はいめんどり） (正面ヒット時のみ) 上

ヒップ・アタック 背面取り中に  中

顔面ソバット（がんめんソバット）  上 で背向けへ
TTTT 迅脚前掃十字把（じんきゃくぜんそうじゅうじは）  上・下・中

迅脚前掃崩撃（じんきゃくぜんそうほうげき） 【】 上・下・中

迅脚前掃連腿（じんきゃくぜんそうれんたい）  上・下・上

迅脚前掃扇腿（じんきゃくぜんそうせんたい）  上・下・下
撞掌（とうしょう） 【】 下・上・中

スピニング・ホイールキック 【】 中

BBBB 八門遁甲（はちもんとんこう）  中・上・中
転身歩（てんしんほ） (o( )  特殊動作 o(、相手に背を向けて (o(o()

掃打（そうだ） 転身歩中に  上

崩撃（ほうげき） 転身歩中に  中

転身架腿鉄山靠（てんしんかたいてつざんこう） 転身歩中に  中・中
転身掃山（てんしんそうざん） 転身歩中に  下・中

シューティングスタープレス  ガード不能 でキャンセル

バックハンドチョップコンボ  上・上・中
BBBB バーニングチョップ  上・上・上

ローリング  特殊動作 でブリッジ()の派生技にシフト可

ラリアット  上

ミドルバックハンドチョップ  中
ナイトメアキック  中

ウラカン・ラナ・インベルティダ  投げ 投げ抜け

トゥーキック  中
トゥーキック～変形サイドスープレックス

（トゥーキック～へんけいサイドスープレックス）
正面ヒット時 中・投げ 投げ抜け×

クイックラリアット  上

ウェスタン・ラリアット ホールド 上段ガード不能
ドロップキック  上

絶招通天砲（ぜっしょうつうてんほう） (でキャンセル) ガード不能
低空ショルダータックル（ていくうショルダータックル）  中
霞陰掌（かいんしょう）  中

大纒（だいてん）  中 でローリング()の派生技にシフト可

TTTT 大纒崩捶（だいてんほうすい）  中・中

大纒上段脚（だいてんじょうだんきゃく）  中・上
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TTTT BBBB HHHH 技名 コマンド 判定 備考

膝弾（しつだん）  中
紅蘭妃天脚（こうらんひてんきゃく）  中・中・上

紅蘭妃崩肘（こうらんひほうちゅう）  中・中・中

ハリケーン・ラナ  中 正面ヒット時投げへ

膝弾連進（しつだんれんしん）  特中・中
止寸腿（しすんたい）  下

前掃腿（ぜんそうたい）  下

TTTT 前掃十字把（ぜんそうじゅうじは）  下・中

前掃崩撃（ぜんそうほうげき） 【】 下・中
前掃連腿（ぜんそうれんたい）  下・上

前掃扇腿（ぜんそうせんたい）  下・下

泰山双把（たいざんそうは）  中
ヒップ・ドロップ  中 o(相手に背を向けて 

崩捶（ほうすい）  中

TTTT スターマイン  中

スイープキック  下
低空ドロップキック（ていくうドロップキック）  下 o(相手に背を向けて

ブリッジ  特殊動作

カーリングキック  中

パワーリフト  中
バスキュールヘッドバット  中

BBBB 猛虎劈打（もうこへきだ）  中 o(転身歩中に 

BBBB ヘルバウンド  上・中 o(相手に背を向けて 
閃身後掃連腿（せんしんこうそうれんたい）  下・下

HHHH 里合天腿（りごうてんたい）  上

突双掌（とつそうしょう）  中

フェイントステップ  特殊動作
スカイツイスタープレス 相手に背を向けて  ガード不能

ヒップ・アタック 相手に背を向けて  中

マッスルインパクト  中

ビーストバスター  上・上・中・中 正面ヒット時投げへ
BBBB スーパーナックル  中

双起脚（そうききゃく）  中・中

跳山疾歩（ちょうざんしっぽ）  中・中・中 ホールド可
ローリングボム  上 o(相手に背を向けて 、正面ヒット時投げへ

虎身肘（こしんちゅう）  中

虎身連攻（こしんれんこう）  中・上

虎爪落拳（こそうらくけん）  中
驚天衝腿（きょうてんしょうたい）  中

ランニングソバット  上

フライング・クロスチョップ  中

カートホイールキック  中・中
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疾歩掌拳（しっぽしょうけん）  中 (oｒ )で転身歩へ
疾歩連肘（しっぽれんちゅう）  中・中

妃掌拳（ひしょうけん）  上

箭身迅肘（せんしんじんちゅう）  上

スーパースラッシュ  中
TTTT 天砲（てんほう） 立ち途中に  中

崩撃（ほうげき） 立ち途中に 【】 中

斬捶（ざんすい） 立ち途中に  中 でローリング()の派生技にシフト可

斬捶横打（ざんすいおうだ） 立ち途中に  中・上
BBBB 斬捶落肘（ざんすいらくちゅう） 立ち途中に  中・中 ホールド可

BBBB 金剛魄腑肘（こんごうはくふちゅう） 立ち途中に  中・中・中

HHHH ミドルソバット 立ち途中に  中
蒼空砲（そうくうほう） 立ち途中に  中

疾歩崩肘（しっぽほうちゅう） しゃがんだ状態で  中 o(

後掃腿（こうそうたい） しゃがんだ状態で  下

後掃穿弓腿（こうそうせんきゅうたい） しゃがんだ状態で  下・中
裏疾歩連肘（うらしっぽれんちゅう） 横移動中に  中・中

丹田崩脚（たんでんほうきゃく） 横移動中に  中

TTTT 連環転腿（れんかんてんたい） 横移動中に  中・中
ヘッドスプリング ダウン中に  中

挑発（ちょうはつ）  特殊動作

１０連コンボ(１)  上・中・中・上・下・上・中・上・下・中
１０連コンボ(２)  上・中・中・上・下・上・中・下・中・中

１０連コンボ(３)  上・中・中・上・下・上・中・中・下・中

バックドロップ 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ショルダースクリュー 相手に接近して  投げ 投げ抜け

ジャンピング・ネックブリーカー・ドロップ 相手の左横から接近して (o( )  投げ 投げ抜け

タイガースピン 相手の右横から接近して (o( )  投げ 投げ抜け
ジャーマンスープレックス 相手の背後から接近して (o( )  投げ 投げ抜け×

カーフブランディング 相手の背後から接近して (o( )  投げ 投げ抜け×

フルネルソンスープレックス 相手に接近して  投げ 投げ抜け

フィッシャーマンズ・スープレックス 相手に接近して  投げ 投げ抜け
TTTT シーソーホイップ 相手に接近して  投げ 投げ抜け

デジャヴ 相手に接近して  投げ 投げ抜け

スリング・ブレイド  投げ 投げ抜け
ジャパニーズオーシャンサイクロンスープレックス しゃがんだ状態で  投げ 投げ抜け

サーフボードブランディング (相手しゃがみ中)接近して  下段投げ 投げ抜け

フェイスクラッシャー (相手しゃがみ中)接近して  下段投げ 投げ抜け

バーニングハンマー 空中の相手に  空中投げ 投げ抜け×


