
鉄拳５ DARK RESURRECTION 技表

King：キング
日本語技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考

掌底  上・上
掌底～投げ掴み  上・上・投げ
掌底～下段投げ掴み  上・上・下段投げ
掌底アッパー  上・上・中
掌底アッパー～投げ掴み  上・上・中・投げ
掌底アッパー～下段投げ掴み  上・上・中・下段投げ
ライトストレート～レフトアッパー  上・中
ブルータルサイクロン  中・中
ブルータルスティング  中・上
ジャガーステップ  特殊動作 ホールドで回転継続
ジャガーステップ・フック  特殊動作・上
ジャガーステップ・エルボー  特殊動作・中
ジャガーステップ・ソバット  特殊動作・中
ジャガーステップ・ハイ  特殊動作・上 ３回転以上でガード不能に
ジャガーステップ・ミドル  特殊動作・中
ムーンサルトボディプレス  ガード不能 or相手に背を向けて 
ストライクエルボーラッシュ  上・上・上
ローリングエルボーラッシュ  上・上・中 で３発目をキャンセル可
トゥーキック  中
トゥーキック～ＤＤＴ ヒット時に  中・投げ
ローリングソバット  中
シャドーラリアット  上
ジャガーインパクト ホールド 上段ガード不能
ドロップキック  上 or
マッスルインパクト  中
ショルダータックル  中
エルボーフック  中・中
スマッシュフック  中
ダブルフックインパクト  中・上
ミドルキック～延髄切り  中・上 ヒットorガード時のみ2発目へシフト
ローキック  下
フランケンシュタイナー  特中・投げ
レフトストレート～ライトアッパー ☆  特中・中 orしゃがんだ状態で ☆
フラッシングエルボー  中
アリキック  下・下・下 orしゃがんだ状態で、or3歩以上走って
アリキック(カウンター時)  下・下・下・下・下 orしゃがんだ状態で
スピニングスマッシュ  中 アリキック1発目がカウンターヒットした場合は2、3発目からも可

シットスマッシュ  下
ロードロップキック  下
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King：キング
日本語技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考

スプリントフック  上
アローエルボー  上
アローストレート ホールド 上
アローストレート～バイアグラドライバー ホールド  上・下段投げ
トラースキック  上
８９３･Ｋ  上
水平チョップ  上
フライングニールキック  中
ナックルボム  中
スーパーナックルボム ホールド ガード不能
ネックカットキック  上
エルボードロップ  中 or  or 
ジャガーストレート  上
ローリングエルボー  中
クローズラインコンボ  中・上
ジェイルキック  中
ジェイルキック～ＤＤＴ (カウンター時のみ) 中
フライングクロスチョップ  上 着地際は下段
ダイビングボディプレス  中
グランドスマッシュ ☆  下
ガード崩し ☆  中
ジャンピングニー ☆  中
ブラックボム ☆  中
サテライトドロップキック  中
ダイナマイトアッパー 立ち途中に  中
かち上げエルボー 立ち途中に  中
ボディスマッシュ しゃがんだ状態で  中
レッグブレーカー しゃがんだ状態で  下
アッパーカット 横移動中に  中
レッグラリアット 横移動中に  上
ターンラリアット 相手に背を向けて  上段ガード不能
急所蹴り 相手に背を向けて  中
急所蹴り～スタナー 急所蹴りヒット時に  中・投げ
１０連コンボ(１)  上・上・中・中・中・下・下・下・中・中
１０連コンボ(２)  上・上・中・中・中・下・下・下・中・中
１０連コンボ(３)  上・上・中・中・上・中・下・下・中・中
１０連コンボ(４)  上・上・中・中・上・中・下・下・中・中
１０連コンボ(５)  上・上・中・中・上・中・下・下・下・投げ
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King：キング
日本語技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考

スイングＤＤＴ 相手に接近して (or ) 投げ 投げ抜け
ブレンバスター 相手に接近して (or ) 投げ 投げ抜け
アルゼンチンバックブリーカー 相手の左横から接近して (or ) 投げ 投げ抜け
ニークラッシャー 相手の右横から接近して (or ) 投げ 投げ抜け
ハーフボストンクラブ 相手の背後から接近して (or ) 投げ 投げ抜け×
コブラツイスト 相手の背後から接近して (or ) 投げ 投げ抜け×
ストレッチバスター 相手の背後から接近して  投げ 投げ抜け×
ジャンピングパワーボム (相手しゃがみ中)接近して  下段投げ 投げ抜け
バイアグラドライバー (相手しゃがみ中)接近して  下段投げ 投げ抜け
アームホイップ 相手の右パンチに合わせて  返し技
回転アキレス腱固め 相手の左キックに合わせて  返し技
ドラゴンスクリュー 相手の右キックに合わせて  返し技 でフィギアフォーレッグロックへ
アルティメットタックル しゃがんだ状態で  投げ 投げ抜け
タックルパンチ タックル後に  投げ orタックル後に、投げ抜け(or )
腕拉ぎ十字固め タックル後に  投げ パンチ３発からも移行可能。ポール、マードッ
レイジウインド 腕拉ぎ十字固め中に  投げ 投げ抜け×
膝十字固め タックル後に  投げ パンチ３発からも移行可能。ニ－ナ、マードック、
カゼスペシャル 膝十字固め中に  投げ 投げ抜け×
フィギアフォーレッグロック 相手に接近して  投げ やられ側入力で逆４の字固めになる。投げ抜け
ココナッツクラッシュ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
マッスルバスター 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ロックボトム しゃがんだ状態で  投げ 投げ抜け
ツームストンパイルドライバー 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ジャイアントスイング 相手に接近して  投げ 投げ抜け
シャイニングウィザード  投げ 投げ抜け
ストラングルホールド (相手仰向けダウン中)頭側で (or ) 投げ 投げ抜け(or )
ジャイアントスイング (相手仰向けダウン中)足側で (or ) 投げ 投げ抜け(or )
ゴールデンヘッドバット (相手仰向けダウン中)足側で  投げ 投げ抜け
フィギアフォーレッグロック (相手仰向けダウン中)足側で  投げ 投げ抜け
ターンオーバー (相手仰向けダウン中)横で (or ) 投げ 投げ抜け(or )
サーフボードストレッチ (相手うつ伏せダウン中)頭側で (or ) 投げ 投げ抜け(or )
ハーフボストンクラブ (相手うつ伏せダウン中)足側で (or ) 投げ 投げ抜け(or )
キャメルクラッチ (相手うつ伏せダウン中)左横で (or ) 投げ 投げ抜け(or )
弓矢固め (相手うつ伏せダウン中)右横で (or ) 投げ 投げ抜け(or )
ロープ投げ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ロープ投げ～引き戻し 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ロープ投げ～投げ飛ばし 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ロープ投げ～叩きつけ 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ロープ投げ～後方取り 相手に接近して  投げ 投げ抜け
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King：キング
日本語技名 コマンド 判定/投げ抜け 備考

ジャガードライバー 相手に接近して  投げ 投げ抜け
アーチロックフェイスバスター ジャガードライバー中に  投げ 投げ抜け
ボストンクラブ ジャガードライバー中に  投げ 投げ抜け
ジャガーバックブリーカー グランドスマッシュ カウンター時に  投げ 投げ抜け
ジャンピングパワーボム グランドスマッシュ カウンター時に  投げ 投げ抜け
空中膝十字固め 空中の相手に (or ) 空中投げ 投げ抜け×
空中ドラゴンスクリュー 空中の相手に (or ) 空中投げ 投げ抜け×
スイング式ジャンピングジャガーボム 空中の相手に  空中投げ 投げ抜け×
ランニングジャガーボム 空中の相手に  空中投げ 投げ抜け×
ダブルアキレス腱固め 空中の相手に (or ) 空中投げ 投げ抜け×
フラップジャック ダブルアキレス腱固め中に  投げ 投げ抜け
ジャイアントスイング ダブルアキレス腱固め中に  投げ 投げ抜け

スタンディングアキレスホールド 相手に接近して ☆ 投げ 投げ抜け
インディアンデスロック スタンディングアキレスホールド中に  投げ 投げ抜け
ロメロスペシャル インディアンデスロック中に  投げ 投げ抜け×
Ｓ・Ｔ・Ｆ・ スタンディングアキレスホールド中に  投げ 投げ抜け
スコーピオンデスロック スタンディングアキレスホールド中に  投げ 投げ抜け

アームブリーカー 相手に接近して ☆ 投げ 投げ抜け
トリプル･アームブリーカー アームブリーカー中に  投げ 投げ抜け
カワズ落とし アームブリーカー中に  投げ 投げ抜け
ストラングル･ホールド カワズ落とし中に  投げ 投げ抜け×
チキンウイングフェイスロック アームブリーカー中に  投げ 投げ抜け
ドラゴン･スリーパー チキンウイングフェイスロック中に  投げ 投げ抜け
ローリング･クレイドル チキンウイングフェイスロック中に  投げ 投げ抜け

リバースアームクラッチスラム 相手に接近して (or ) 投げ 投げ抜け(or )
バックドロップ リバースアームクラッチスラム中に  投げ リバースアームクラッチスラムをのコマン
ジャーマンスープレックス バックドロップ中に  投げ 投げ抜け
パワーボム ジャーマンスープレックス中に  投げ 投げ抜け×
ジャイアントスイング パワーボム中に  投げ 投げ抜け
マッスルバスター パワーボム中に  投げ 投げ抜け

    ■ スペシャルコンビネーション１ ■

    ■ スペシャルコンビネーション２ ■

    ■ ワンダフルメキシカンコンボ ■
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リバースゴリースペシャルボム 相手に接近して  投げ 投げ抜け
リバースゴリースペシャルボム (相手しゃがみ中)接近して (or ) 下段投げ 投げ抜け(or )
リバースゴリースペシャルボム 横移動中に  投げ レバーでキャンセル。側面or背後から掴んだ
キャノンボ－ルバスタ－ リバースゴリースペシャルボム中に  投げ 投げ抜け×
マンハッタンドロップ キャノンボ－ルバスタ－中に  投げ 投げ抜け
ドクタ－ボム マンハッタンドロップ中に  投げ 投げ抜け×
ジャイアントスイング ドクタ－ボム中に  投げ 投げ抜け
マッスルバスター ドクタ－ボム中に  投げ 投げ抜け

リバースゴリースペシャルボム 相手に接近して 投げ技 投げ抜け
リバースゴリースペシャルボム (相手しゃがみ中)接近して (or ) 下段投げ 投げ抜け or 
リバースゴリースペシャルボム 横移動中に  投げ レバーでキャンセル。側面or背後から掴んだ
キャノンボ－ルバスタ－ リバースゴリースペシャルボム中に 投げ技 投げ抜け×
パワーボム キャノンボ－ルバスタ－中に 投げ技 投げ抜け
ジャイアントスイング パワーボム中に 投げ技 投げ抜け
マッスルバスター パワーボム中に 投げ技 投げ抜け

キャノンボ－ルバスタ－ 横移動中に(相手の背後左右を掴んだ時) 投げ技 相手正面時はリバースゴリースペシャルボム
マンハッタンドロップ キャノンボ－ルバスタ－中に 投げ技 投げ抜け
ドクタ－ボム マンハッタンドロップ中に 投げ技 投げ抜け×
ジャイアントスイング ドクタ－ボム中に 投げ技 投げ抜け
マッスルバスター ドクタ－ボム中に 投げ技 投げ抜け

キャノンボ－ルバスタ－ 横移動中に(相手の背後左右を掴んだ時) 投げ技 相手正面時はリバースゴリースペシャルボム
パワーボム キャノンボ－ルバスタ－中に 投げ技 投げ抜け
ジャイアントスイング パワーボム中に 投げ技 投げ抜け
マッスルバスター パワーボム中に 投げ技 投げ抜け

コブラクラッチ 相手に接近して (or ) 投げ 投げ抜け(or )
投げっぱなしハーフネルソン コブラクラッチ中に  投げ 投げ抜け
胴締めスリーパー コブラクラッチ中に  投げ 投げ抜け
トリプルナックル 胴締めスリーパー中に  投げ 投げ抜け
ストレッチマフラー 胴締めスリーパー中に  投げ 投げ抜け

    ■ ベルウッドスペシャルコンボ１ ■

    ■ ベルウッドスペシャルコンボ２ ■

    ■ ベルウッドスペシャルコンボ３ ■

    ■ ベルウッドスペシャルコンボ４ ■

    ■ メキシカン・マグマ・ドライヴ１ ■
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コブラクラッチ 相手に接近して (or ) 投げ 投げ抜け(or )
コブラツイスト コブラクラッチ中に  投げ 投げ抜け×
垂直落下式リバースＤＤＴ コブラツイスト中に (or ) 投げ 投げ抜け(or )
リバースゴリースペシャルボム 垂直落下式リバースＤＤＴ中に (or ) 投げ 投げ抜け(or )
サムライロック 垂直落下式リバースＤＤＴ中に  投げ 投げ抜け
バックドロップ リバースゴリースペシャルボム中に  投げ 投げ抜け×
ソル・ナシエンテ バックドロップ中に  投げ 投げ抜け
バーニングハンマー バックドロップ中に (or ) 投げ 投げ抜け(or )
スクリュードライバー バーニングハンマー中に (or ) 投げ 投げ抜け(or )

    ■ メキシカン・マグマ・ドライヴ２ ■
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