
鉄拳５ 技表 クマ／パンダ：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考
ベアパンチコンボ  上・上・中
ベアヘブンキャノン  上・中・中
アッパーラッシュ  中・中・中・中
アッパーラッシュ  中・中・中・中
ベアスタンプ  中
ワイルドスイング しゃがみ状態で 中・上・中・上
ベアラッシュ・ハイ しゃがみ状態で 下・下・中・中・上
ベアラッシュ・ミドル しゃがみ状態で 下・下・中・中・中
ベアラッシュ・ロー しゃがみ状態で 下・下・中・中・下
ショートベアラッシュ・ハイ しゃがみ前進中に 中・中・上
ショートベアラッシュ・ミドル しゃがみ前進中に 中・中・中
ショートベアラッシュ・ロー しゃがみ前進中に 中・中・下
クイックベアラッシュ・ハイ しゃがみ状態で 中・上
クイックベアラッシュ・ミドル しゃがみ状態で 中・中
クイックベアラッシュ・ロー しゃがみ状態で 中・下
ベアスイング しゃがみ状態で 中・中・中
バイオレンスクロー 立ち途中に 中・中
ストレート～エルボー～アッパー  上・中・中
ベアラリアット  下
熊鬼神拳（くまきじんけん）  中
メガトンクロー  中
熊三宝龍（くまさんぽうりゅう）  中・中・中
熊不知火（くましらぬい）  下
デッドリーステップ 相手がダウン中に 下ガード不能
ヒッププレス  中 でハンティングスタイルへ で前転へ

その場しゃがみ oo oo   特殊動作
oooo でハンティングスタイルへ
oooo で前転へ

トラウトスイープ
その場しゃがみ中 oo ヒッププレス着地後 oo  スプリ
ングハンマーパンチ後 oo ハンティングヒップ後に

下

トラウトスマッシュ
その場しゃがみ中 oo ヒッププレス着地後 oo  スプリ
ングハンマーパンチ後 oo ハンティングヒップ後に

中

ベアバックキック  中・中
トリプルハンマー  中・中・中 でハンティングスタイルへ
ビックベアアタック  中
ベアシザース  中
ベアヘッドバット  中
テリブルクロウ  ガード不能 でハンティングスタイルへ
ローリングベア  中
ダブルハンマー 立ち途中に 中・中 立ち途中にでハンティングスタイルへ
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鉄拳５ 技表 クマ／パンダ：固有技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 攻撃判定・種類 備考
ベアバタフライ うつ伏せダウン状態で 下
ベアバサロ 仰向けダウン状態で 中
スプリングハンマーパンチ 仰向けダウン状態で 中
サーモンハンティング  下
サーモンハンティング ホールド ガード不能
紅返し（くれないがえし）  ガード不能
ハンティングスタイル  特殊動作 ハンティングスタイル中にooooで立ち構えへ
ハンティングスタイル うつ伏せダウン状態で 特殊動作 ハンティングスタイル中にooooで立ち構えへ
ハンティングスタイル しゃがみダウン状態で 特殊動作 ハンティングスタイル中にooooで立ち構えへ
ダブルベアクロウ ハンティングスタイル中に 下・下
ベアクロウ ハンティングスタイル中に 下
熊ちゃぶ台返し（くまちゃぶだいがえし）ハンティングスタイル中に 中
ベアスピアー ハンティングスタイル中に 中
ベアタックル ハンティングスタイル中に 中
ハンティングスタイル～うつ伏せダウンハンティングスタイル中に 特殊動作
ハンティングヒップ ハンティングスタイル中に 特殊動作 でハンティングスタイルへ で前転へ
ハンティングスタイル～仰向けに寝る ハンティングスタイル中に 特殊動作 ハンティングスタイル中にでも可
前転 ハンティングスタイル中に 特殊動作
前転 しゃがみ状態で 特殊動作
前転 うつ伏せダウン状態から 特殊動作
ベアプッシュ 前転中に 上
ベアアッパーカット 前転中に 中
ベアスライディング 前転中に 下
ベアニールキック 前転中に 中
ジャイアントロール 前転中に 中
ハンティングスタイル 前転中に 特殊動作
挑発  特殊動作

10連コンボ しゃがみ状態で☆ 中・上・中・下・中・中・中・下・下・中

10連コンボ しゃがみ状態で☆ 中・上・中・下・中・中・中・中・上・上
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鉄拳５ 技表 クマ／パンダ：投げ技

技名 コマンド（☆はレバーニュートラル） 抜け 攻撃種類 備考
ベアバイツ 接近してor  投げ技
ベアハッグ 接近してor  投げ技
ブルートスロー 左側面から接近して投げ掴み  投げ技
チョークスラム 右側面から接近して投げ掴み  投げ技
ブラッドサッカー 背後から接近して投げ掴み × 投げ技
ベアぱちき 接近して  投げ技
チアフルボールアップ 接近して  投げ技
ブラッドサッカー ハンティングスタイル中に × 投げ技
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