
鉄拳 6 BLOODLINE REBELLION 技表：ザフィーナ
技名 コマンド 判定 備考

ワンツーパンチ  上・上
ブリューナク  上・上・上・特殊動作 モードスケアクロウへ、で立ちへ
カリバーン  上・上
キャストオフ  上・中 モードタランチュラへ
ナックラヴィー  上・中・下・特殊動作 モードマンティスへ
バステトスクラッチ  上・中・中・中・中
カラドボルグ  中・中・中
ヴァルチャーピック  中・上・中
ウェヌス  上・特殊動作 モードスケアクロウへ、で立ちへ
ウェスタ  上
ダーインスレイヴ  中
クラウソラス  中・中
バルムンク  中・上
アシュケロン  中
ハルファス  中・上
マルファス  中・下 でしゃがみへ
ナベリウス  中・中
ジュワユーズ  中
フルンティング  中・中
ミスティルテイン  中・中・中 ２発目中でモードタランチュラへ
ガラティーン  下・上
ブンディダガー  中
ベイストキック  下 モードスケアクロウへ
サブナック  下・中 orしゃがんだ状態で 
イルアングライベル  下・中
ドラウプニル  中
ブリーシンガメン  上
ミョルニル  中
コカトリス  中・中
ミドガルズオルム  下

  フラガラッハ  ガード不能
ジャマダハル  上
アンドラス  中 or or 
パンサークロウ  上
フラウロス  中・中
ダンタリオン  中
ベルフェゴール  中・中 でモードマンティスへ
ハーゲンティ  中
タランチュラダイブ 走り中に  下 で立ちへ、でモードタランチュラへ
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ウンディーネ 立ち途中に  中
アルラウネ 立ち途中に  中・中
レヴィアタン 立ち途中に  中 でモードマンティスへ
スキュラ しゃがんだ状態で  下 でモードマンティスへ
ウロボロス 横移動中に  中

モードタランチュラ  特殊動作 ( or or or )で立ちへ
タランチュラショテル モードタランチュラ中に  下・特殊動作
タランチュラカットラス モードタランチュラ中に  中 立ちへ
タランチュラカルダ モードタランチュラ中に  中・特殊動作 で立ちへ、でモードマンティスへ
タランチュラスティング モードタランチュラ中に  中・中 立ちへ
タランチュラクロウ モードタランチュラ中に  中・中 立ちへ
タランチュラシミター モードタランチュラ中に  下・特殊動作 モードマンティスへ
    ■ モードスケアクロウ時のコマンド ■     ■ モードスケアクロウ時のコマンド ■
モードスケアクロウ  特殊動作 ( or or or )で立ちへ
ズメイ モードスケアクロウ中に  上・特殊動作
エキドナ モードスケアクロウ中に  中・中 立ちへ
スケアクロウスイープ モードスケアクロウ中に  中・中・下 でモードマンティスへ
アジ・ダハーカ モードスケアクロウ中に  中・上・特殊動作
ナーガラージャ モードスケアクロウ中に  中・特殊動作 で立ちへ
バアルゼブル モードスケアクロウ中に  中 立ちへ、でモードタランチュラへ
バルカ モードスケアクロウ中に  中・中 立ちへ、でモードマンティスへ
ニーズヘッグ モードスケアクロウ中に  下 しゃがみへ、でモードマンティスへ
クエレブレ モードスケアクロウ中に  下 立ちへ、でモードマンティスへ
ヴァースキ モードスケアクロウ中に  下・上・特殊動作 で立ちへ
ヴイーヴル モードスケアクロウ中に  下・下・特殊動作
メリュジーヌ モードスケアクロウ中に  下 しゃがみへ、でモードマンティスへ
モードスケアクロウ～モードマンティス モードスケアクロウ中に  特殊動作 モードマンティスへ

モードマンティス  特殊動作 or、(or or or )で立ちへ
バタフライキャプチャー モードマンティス中に  中 立ちへ
マンティスサイス モードマンティス中に  中・中・中・特殊動作
フレズベルク モードマンティス中に  下・下・中 しゃがみへ
ヴェズフェルニル モードマンティス中に  下・下・下・特殊動作
カラドリウス モードマンティス中に  下・中・特殊動作
パラドックス モードマンティス中に  特殊動作
ジャターユ モードマンティス中に  中 立ちへ
ペリュトン モードマンティス中に  中・特殊動作 で前後反転
マンティスシックル モードマンティス中に  下・中 立ちへ
グリンカムビ モードマンティス中に  下・中・特殊動作
サムパーティ モードマンティス中に  下 立ちへ、でモードマンティスへ
フリーカムイ モードマンティス中に  中・特殊動作 でしゃがみへ

    ■ モードタランチュラ時のコマンド ■

    ■ モードマンティス時のコマンド ■
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１０連コンボ(１)  中・上・上・中・上・上・上・中・下・上
１０連コンボ(２)  中・上・上・中・上・上・下・下・中・中
ディアボロス 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け
クラシャラボラス 相手に接近して (or )  投げ 投げ抜け、モードマンティスへ
アムドゥスキアス 相手の左横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
バルバトス 相手の右横から接近して (or )  投げ 投げ抜け
アンドロマリウス 相手の背後から接近して (or )  投げ 投げ抜け×
アンドレアルフス 相手に接近して 投げ 投げ抜け
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