
鉄拳 6 BLOODLINE REBELLION 技表：アリサ・ボスコノビッチ 
技名 コマンド 判定 備考

ストップビット  上・上
ワンツーコイルパンチ  上・上・下
コンビネーションダウンタイム  上・中・中
コンビネーションダウンリンク  上・中・下
クイックアクセス  中・中・中・中・中・中・特殊動作 デストロイフォームへ
アクセレートキック  上
ギガントハンマー  中
トリプルセッション  中・上・中 で特殊動作へ
デストロイアクセス  上・上・上・中・中・中・特殊動作 デストロイフォームへ
リバースキッククラッシュ  上・上
オーバーフロー  中
ブート  特殊動作 でキャンセル
ブートラッシュ  中・中・中・中・中
ブートラッシュ～デストロイフォーム  中・中・中・中・中・特殊動作
リニアエルボー  上
イジェクトスライダー  下
アップストリーム  中
サイクロンミキサー  中・上・上・上・上・上・上・上・上・特殊動作 デストロイフォームへ
サイクロンクラッキング  中・中
ピックアップ  中
ダブルソケット  中・下
デッドロック  中・中
トリプルクリック  下・下・下
オプティマイザー  下・上
ハープーンスイープ  下
ハープーンスイープ～デストロイフォーム  下・特殊動作
バックアップ  特殊動作
リカバリーフック 【】 上
ロケットパンチ 【】 上段ガード不能
デイジーチェーン  中・中
デイジーチェーン～デストロイフォーム  中・中・特殊動作
ディープリンク  下
ディープウェブ  下
ファインドガジェット  中・特中・中
トランスハンマー  中・中
トランスアクセレートキック  中・上
スピニングトップ  中
ダブルスレッディング  中・中
ダブルスレッディング～デストロイフォーム  中・中・特殊動作
ダイナミックレンジ  中・中
ハングアップ  ガード不能
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技名 コマンド 判定 備考

ドッキングベイ  中・中 or相手に背を向けて 
クレイドルスター  中・中 or or 
クレイドルキック～ブート  中・特殊動作 or or 
クレイドルキック～デュアルブート  中・特殊動作 or or 
ダウンストリーム  中 or
インバウンドキック  中・中 or
ジャンパスイッチ  中・中
ダブルカット  中・上
ダブルカット～デストロイフォーム  中・上・特殊動作
カットオーバー  中・上・中
カットオーバー～デストロイフォーム  中・上・中・特殊動作
サンドボックス 正面ヒット時 中・中 or正面ヒット時
ワームアタック  中・中
ワームアタック・ハッキング ヒット時 中・中・中・中・中・中・中・中
ダブルロケットパンチ  上段ガード不能
オーバーロードナックル  上
リニアナックル  上
リニアドロップキック  中・中
ブラスターダブルナックル 走り中に  中
スピアフィッシング 立ち途中に  中・上・中
スピアフィッシング～デストロイフォーム 立ち途中に  中・上・中・特殊動作
スナップショット 立ち途中に  中
スナップショット～ブート 立ち途中に  中・特殊動作
スナップショット～デュアルブート 立ち途中に  中・特殊動作
クロックワーク 立ち途中に  中・特殊動作 でキャンセル
クロックワーク・スプリングミドル クロックワーク中に  中
クロックワーク・スプリングロー クロックワーク中に  下
ツイスト・スラッパー 立ち途中に  中 ホールド可
サッドハウンド しゃがんだ状態で  下・下
サッドハウンド～デストロイフォーム しゃがんだ状態で  下・下・特殊動作
ハッピープロペラ 横移動中に  下・上・上・上・中
グッディホップ 相手に背を向けて  中
リブート 仰向けダウン中に  特殊動作
リブートメテオキック 仰向けダウン中に  中
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デストロイフォーム  特殊動作 o rで立ちへ
シュレッドチッパー デストロイフォーム中に  中・中・上・上・上・中
シュレッドアッパー デストロイフォーム中に  中・中・中・中
アイドリング デストロイフォーム中に (or )  特殊動作
デスマリオネット デストロイフォーム中に  上・上・上
ヘルツブレード デストロイフォーム中に  上・上・上・上・上・上・上
ヘルツブレード・イージス デストロイフォーム中に  ガード不能
ヘルツブレード・ディアボロ デストロイフォーム中に  中・中・中・中・中・中・中・中・中
デュアルブート デストロイフォーム中に (or )  特殊動作 でキャンセル、(or )でイベイシブアクションへ
ブラスターレフト デストロイフォーム中に  上・上・上・上・上・上
ブラスターライト デストロイフォーム中に  中・中・上・上・上 で立ちへ
ブラスタードリル デストロイフォーム中に  中・中・中・中
ヘルツブレード・スカッド デストロイフォーム中に  下・下・下・下・下
クロックセッティング デストロイフォーム中に  下・下・下・下 ホールドでヒット数増加
レトロロケット デストロイフォーム中に (or  or )   特殊動作
イベイシブアクション デストロイフォーム中に (or )  特殊動作
スピンドルスラッシング デストロイフォーム中に  中・中・中 で立ちへ
ヘルツブレード・フレア デストロイフォーム中に 背を向けて (or )  中・中・中・中・中・中
挑発(１)  特殊動作 (or  )でキャンセル可
挑発(２)  特殊動作
１０連コンボ  中・中・中・上・上・中・中・中・下・中・中・中・中・上・上 デストロイフォームへ
トリガーシャッフル 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
バックドア 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け、でデストロイフォームへ
コンプレッション 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
ハットトリック 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
ランダムタイピング 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
スパムボム 相手に接近して  投げ 投げ抜け
ダブルブル・シューティング しゃがんだ状態で  投げ 投げ抜け
モデルチェンジ 相手の上段攻撃に合わせて (or )  返し技

    ■ デストロイフォーム時のコマンド ■
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